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１ データ集計の設計と入力 

（１）利用システム：Google Document:Form について 

改めて確認すると、本研究の目的は大きく２つ設定されている。戊辰戦争期及び戊辰戦争記事

を掲載する明治 2 年 12 月までに新政府が発行していた『太政官日誌』に関する調査を通じて、一

つには、当該期の木版刊行物に適合的な史料学を確立すること、二つには当該期の社会文化の研

究をおこなうことである。この目的のもとに『太政官日誌』の所在状況の確認を通じたモデル調

査の実施、そして調査を通じた書誌情報の収集がある。収集は調査者が『太政官日誌』調査カー

ド A・B に記述することによって行われる。 

本研究の始動に先立つ 2009 年 3 月 27 日の戊辰戦争期木版刊行物研究会（以下、研究会とする）

において、書誌学の典型的な調査カードが藤實久美子氏より提示された際、筆者はそうしたカー

ドの蓄積が、書誌情報の検索のみに還元されていくことに少し疑問を抱いていた。また、調査カ

ードのデータベース化については研究会メンバー間に暗黙の合意があったものの、慶応 4 年・明

治元年分のみでも 178 号となるデータの質量について具体的に予測することは誰もできない状態

だった。第 2 回研究会（2009 年 8 月 19 日）では調査カードの試作が藤實氏より提示された。試作

の縦書きカードについて、筆者はデータ化の際の入力者の視線の動きや解釈を予見して、横書き

とするように提案した。『太政官日誌』の差異をできるだけ多く採取し、文字記録をデータ化する

ということは、デジタル化＝計算可能化を意味し、さらにデータの加工と比較が可能となって、

書誌データの蓄積から一歩踏み出したものになるのではないか、と直感したものの、その見通し

はまだ漠然としていた。 

翌年春に科研費として採択された本研究の調査開始となった 2010 年 8 月の研究会において、調

査カードのデータ化とデータベース作成につき筆者に一任された。まずは、一般に行われている

基本的なデータベース作成に従って、マイクロソフト社の表計算ソフト・エクセルに付随するフ

ォームでの入力方法を考えてみた。エクセルでは１行ごとにテーブルというデータのまとまりが

あると考えて入力を設計していくのだが、１行が長いと入力の際にミスが生じやすくなる。その

ためフォームを作り個別の項目ごとにつくるセルに入力する方法を取る。しかし、本研究のカー

ドデータ数は既存の書誌データベースと比較して倍以上とかなり多く(1)、エクセルの既存のフォ

ーム形式ではカードデータ数が入りきらないことがわかった。そのため、カードデータ数に合わ

せたフォームを独自に作成する必要が出てきた。 

一方、研究メンバーは岡山、神奈川、東京、埼玉に分散しており、各自の利用ソフトやヴァー

ジョンには個別的差異がある上、予定されるアルバイト者の入力パソコンの状況も予想不可だっ

た。そのため、次の策として WEB 上で共有ドキュメントとして利用していた Google Document(2)

の Spreadsheet(3)に直接書き込んでもらう方式の採用を考えていた。調べたところ、これに付随す

る Form という形式が公開されたばかりということが判明した(4)。試みにこれを使って、研究会メ

ンバーに「太政官日誌データベースについてのアンケート」（2010 年 9 月 12 日～20 日、回答数 4

人）を行って、各人の意見や要望を集約するとともに、Form の性能を確認することとした。 

これにより、簡便な利用法と支障ないデータ蓄積、データの保全性が確認されたため、目的に

合致すると判断し採用することにした。この Form は、元々WEB を通じたアンケートの実施と集計
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を目的として開発されたものである。カードのデータ化については、社会調査や WEB アンケート

の集計設計の考え方を援用し(5)、設問に回答するように WEB 上でカードデータを入力していけば、

自動的に Spreadsheet として表計算可能なデータベースが作成されるようにした。 

このような商用サービスの利用について批判的意見(6)も予想しえたが、厳しい国家財政状況の

なかで獲得しえた補助金の対費用効果を最大限にあげることを考慮して、遠隔分散処理システム

を無償で導入できる方法を活用することとした。 

（２）データ入力設計過程 

設計においては、入力の習熟時間について 2 枚程度のテスト入力で長くても 30 分程度とするこ

とや、入力者の負担軽減や混乱を回避する形式をめざした。そのため調査カードのＡとＢの 2 種

のカード別ではなく、両方同一形式で入力することにより、カードの配列順にこだわらず入力で

きるようにした。さらに全体のデータ量が多いため、入力インターフェイスが単調にならないよ

うな Form のデザインを既製のものから選択した。(後継・図 1 [入力フォーム「太政官日誌

2010」] 及び図 2 [Spreadsheet「太政官日誌 2010」画面]) 

入力の設計案にさきのアンケートで出された意見を反映させた上、Form によって入力試行を次

のように進めた。 

2010 年 9 月 24 日 東京大学史料編纂所において石田氏が入力試行を行い同時に筆者が横浜市の

自宅で確認したうえで、同期的なＥメール交換のチャットにより意見を交わした。石田氏がカー

ドの空白項目のうち選択肢にない場合について判断に迷っていたケースでは、Form のデータ入力

を全て必須しなければ終了できない設定をしていたため、再入力の強制を繰り返すことになり、

予想の倍以上の入力時間を費やすことになった。そのため入力必須項目を最低限に絞るとともに、

データ入力形式を再確認した。 

2010 年 10 月 7 日 遠隔入力の試行として、岡山県在住の藤實氏が試験入力を試み、問題のない

入力とデータ蓄積を筆者が自宅で確認した。 

2010 年 10 月 22 日 東京大学史料編纂所において、アルバイトの千葉氏に筆者が直接「入力マ

ニュアル」を説明し、その場で入力試行。インターフェイス及び入力の習熟時間に問題がなく確

実に入力蓄積されることを確認した。 

１カードとデータ１行の各々の照合は不可欠なので、全カードへ ID 番号を付与した後、データ

入力開始となった。ID 番号は、史料編纂所においてカード内容のチェックの終了した資料群ごと

に石田氏が付与することとした。 

（３）データ入力経過 

2010 年 10 月から開始した、5 機関 8 種の蔵本のデータ入力の時系列経過はつぎのとおりである。 

○東京大学経済学部資料室（ID2001～2278） 

担当：千葉 開始日 2010 年 10 月 22 日 入力場所：埼玉県内。 

○岡山大学附属図書館池田家文庫（ID8001～8224、8225～8291、8292～8560） 

担当：藤實 開始日 2010 年 11 月 5 日 入力場所：岡山県内。 

○東京大学総合図書館南葵文庫（ID1001～1276） 

担当：岡本 開始日 2011 年 2 月 7 日  入力場所：岡山県内。 
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○東京大学総合図書館花房太郎旧蔵本（以下、花房本と略す）（ID3001～3329） 

担当：石田 開始日 2011 年 2 月 16 日 入力場所：東京大学史料編纂所ほか。 

○早稲田大学服部家文書（ID4001～4352） 

担当：清水 開始日 2011 年 2 月 26 日 入力場所：東京都及び埼玉県内。 

○中央大学図書館（ID5001～5302） 

担当：寺島 開始日 2011 年 2 月 27 日 入力場所：東京都内。 

 

 最終的なデータ入力数は、Ａ・Ｂカード総枚数 2,092 件、データ総数 106,692 件である。 

 

２ データ集計について 

(1) 集計手順 

2010 年 12 月末に岡山大学図書館蔵本分のうち通巻１本が藤實久美子氏より入力確認されたので、

年明け早々ダウンロードし、データ専用 USB に保存。データ入力矛盾をチェックし、入力者に確

認後一部修正した。 

 集計の手順は 

 

１. ID 番号順（カード配列順）に並べ替え（all シート） 

２. all シートをカード種別で並べ替え、Ａ・Ｂカードを分離。各々別のシートに格納（Ａシー 

ト及びＢシート） 

３. Ａ・Ｂカード別に集計。 

４. 先に実施した「アンケート」でメンバーより提示されたキーワードに基づき、Ｂカード備考

欄の「墨」「摺り消し」「蔵書印」を含むセルに書式をかけて色がけするようにした(7)。 

５. 集計結果は「岡山大学池田家文庫第１次集計」として共有ドキュメントにアップロードした。 

 

仮にＡとＢのデータを規定するとすれば、 

Ａ：各所蔵機関において、合綴や秩でまとめられた書籍としての『太政官日誌』保存・伝来態様

を示す集合データ。 

Ｂ：逐次刊行物としての『太政官日誌』の個体配列態様を示す集合データ。 

となる。 

(2) 第 1 次集計経過と概要 

2011 年 3 月 31 日までに、筆者のデータチェックと入力者の再確認を終えた、「岡山大学図書館

池田家文庫」（請求番号 S6, ID8001-8291)「東京大学経済学部資料室蔵本」（請求番号 80-50, 

ID2001-2278）の通巻データ及び 30 号までの部分的な入力を終えた「早稲田大学図書館服部文庫

本」（ID4001～4030）「東京大学総合図書館花房本」（ID3001-3034）について、つぎのように集計

を行った上でグラフ化した。 
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① 第 1 次集計（データ計算） 

ア テキスト入力については関数 counta により入力数を確認した。入力のない場合 N 値に変えた。 

イ 選択回答は単純集計し、カード総数との一致を確認した。 

ウ 表紙の大きさや匡郭の計測値については最大値、最小値、平均値、中間値を出した。（全デー

タ入力のみ） 

エ 紙数と本文丁数については 9 以上 13 未満については個別に集計し、それをはずれるものは 8

以下、13 以上にまとめた。 

オ ルビのある本文丁数（読みかな、訓点、意味かな）については、最大値を出した。 

 

② グラフ化の部分試行 

集計を終えたところで、表紙や匡郭における平均値や中間値、ルビのある本文丁数をもって各

本の数値として代表させることに若干の疑問を生じるようになった。 

『太政官日誌』は刊行頻度が不定期だったため、流通や蓄積に均質性がなくなるファクターを

伴っていたと考えられる。例えば、週 1 回の交付と発行日が決まっていて定期的に販売・配送さ

れるものならば、受け手は静態的にそれらを受けることになるが、ある売捌き所から購入継続し

ていたとしても刊行間隔が延引したため入手先を変えたり、動乱の時世に応じた受け手の移動に

よって、結果として別の異版を購入したりすることもあったと思われるのである。太政官からの

交付本を直接蓄積したという保証のある伝本はまだ見つかっていない。ほとんどの場合は異版が

混在したことを常態と考えなければならないだろう。後年、所有機関の間で移転されることによ

って分割・統合を進めた事例について、東京大学史料編纂所所蔵本で明らかにされている。また、

販売者が異版と認識せず混入しながら一通巻としてしまった可能性も大いに考えられる。 

従って、たとえ通巻として多量に蓄積されていても均質な個体集合とは考えにくい。そのため、

計測値とその平均値や代表値だけではなく、個体差をそのまま生かしながら慶應 4 年から 2 年に

かけて 200 号以上ある通巻の特徴を一覧で把握ができる形式として、データをグラフで表し可視

化して比較してみることとした。 

 

 以上が、直接的に数値処理を行った匡郭、ルビのある本文丁数及び定価に関する第 1 次集計経

過である。 

 

③ 第 1 次集計の問題点と修正経過 

「東京大学経済学部資料室蔵本」は研究会全員で分担しながら調査した。このとき、カード形

式が一部改訂されたこともあって、データの記入に若干問題があることが集計の中で明らかにな

った。空白が 10 以上あった項目は、認定場所、印刷、表題の様式、不許翻刻刊記、柱の位置であ

る。『太政官日誌』の書誌データの複雑さゆえ、また、客観的判断が困難な表題の様式や本文の印

刷状態に迷いが出ているようすがわかる。さらに、カードの選択形式に関わって回答選択肢がや

や煩雑なところや、設問と選択回答が 1 対 1 に対応していないため、的確なデータが得にくい状

況が実査の過程で見えてきた。問題のある例として、 

・表紙の様式 
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題簽・打ちつけ、書き・刷り、原・後と 3 項目を選んでいくが、「書・後」「簽・書き」いずれか

の項目に答えきれていないもの、「簽・書き・刷り」といった複数を示している場合、どれが対応

しているか不明。 

・匡郭の形式 

 「有り、無し、刊記にのみ有り」と一つの項目の中に二つの回答が入っていたため、混乱が見

られる。正確を期せば、「本文に有り、本文に無し」で有りと答えた場合のみ一丁表の単・双を選

択、別項目で、「刊記に有り、刊記に無し」を選択させるというようになるだろう。「有り」のみ

で、一丁表の単・双を答え切れていないもの、前段に答えずに「双」とだけ答えている、単双両

方答えているものもあった。また、匡郭の形式からどこの匡郭を計るか明示されていなかったた

め、本文が無匡郭の場合に刊記で計っているようすが、グラフに表れていた。 

 本来、京都版では匡郭が 12 号まではついてないはずだが、数値が採られてしまっている。この

ことへの気づきは、同時並行して筆者のテーマ研究として行っていた京都版初版の初期の比較調

査の試行的なまとめが、ちょうど第 1 次集計と重なったことから生じた、一つの僥倖でもあった。 

・定価の形式 

 判子か刷りかの選択なしに「黒」と回答。複数の定価があったのか「判子、刷り、黒、朱」と

全てに回答。複数ならばどれに対応しているか不明。 

こうした問題点の解消に向けて、表紙の様式、匡郭の有無の判断、定価の形式等に共通理解を

促すため、2011 年 6 月 11 日東京大学史料編纂所内でミーティングを行い、データ記入項目につい

ての再確認と、再調査を行ったとき版面を見る際の注意点を共有できるようにした。また、各自

のもつ疑問点を出し合って解消するようにした。 

2011 年のデータ再調査は、「異版状況チェックリスト」（WEB 報告書サイトの現地調査報告書に

「調査ツール」として掲載）を用いながら、早稲田大学（清水）、中央大学（寺島）、東大南葵文

庫（石田）、東大経済学部（石田、山口）、岡山大学（藤實）という担当で行い、再調査終了のも

のから順次入力修正を行った。 

 

(3) 第 2 次・第 3 次集計経過と概要 

○第 2 次集計（数値の集計とグラフ化） 

2011 年 11 月中に最終的な入力が終了し、蔵本ごとのＡ・Ｂカードすべてのデータ集計を行った

(8)。さらに、横並び一覧で比較できるように「各データ集計比較表」にまとめた。有意差のある

セルを水色の網がけで示したうえ、ID 順シートと、京都版から混合版、江戸・東京版までの配列

を変えたシートと２つ作成した。 

また、次のテーマを設定し、各本の数値によってグラフ化し異同を比較できるようにした。 

 

①表紙縦横 cm 匡郭縦横 cm  

大きさの異なるものの混入状況をみる。半紙本（原型）、中本（合綴による化粧断ちなどで版型を

やや小さくしている形）、小本（江戸・東京版の初期版の 1－40 号）の３類型が認められる。匡郭

の山型が改版を意味するものなのかどうかは今後検討を加える必要がある。 
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②表紙に対する匡郭・縦 cm の割合（％）及び横 cm の割合（％） 

 表紙の長さのうち、匡郭が占める割合を％で表して、異版の混入状況をみる。京都版に江戸・

東京版の小本が混入している場合は比率が低く現われる。逆の場合は比率が高く現われる。 

③定価 

 表紙にみられる定価づけの状況をみる。 

④定価と本文丁数 

 本文丁数に応じた定価の違いの有無をみる。 

⑤本文丁数に対するルビ割合（％） 

 読みかな（右につく）、訓点づけ、意味かな（左につく）といった付訓のある丁数が、本文丁数

のなかでどのくらい占めているかを百分率で示す。江戸・東京版の方が圧倒的に割合が高く、ほ

ぼ毎号つけられ、全丁にわたってつくものも少なくない。 

 

○ 第３次集計（テキスト入力データの数値化及びグラフ化） 

第 2 次集計では数値からグラフ化を行ったが、第 3 次集計は、次の項目のテキスト入力データ

について数値化(9)とグラフ化を行った。数値化の定義は、各々のデータ集成の冒頭に凡例として

掲げた。刊行との相関を重視して、京都版と江戸・東京版との間の差異が明確になるようにした。 

 

①刊行と刊記 

 京都版、江戸・東京版の区別と、刊記に現われる版元の名前の関係をみる。 

②刊行と売捌き所 

 刊行と刊記裏の丁に見られる売捌き所の出現関係をみる。 

③定価の形式 

 表紙に見られる定価の形式の差異をみる。 

④柱の題号・丁数形式の関係 

 １－13 号までの形式の現われ方、及び刊行との違いをみる。 

⑤爪見出しの有無 

 刊記の左上に摺られる爪見出しの有無をみる。 

⑥刊行と不許翻刻の位置の関係 

 表紙に長方形や丸形の不許翻刻印をつける場合と、刊記の第 1 行に「官板 不許翻刻」と摺り

こむ場合の二通りがある。これらと刊行の関係をみる。 

 

 こうして第 2 次・第 3 次集計を通じてグラフ化した 11 種総数 92 本については、次の 2 形式に

まとめＷＥＢサイトに掲載した。 

 

＜蔵本ごとの集成＞ 

 『太政官日誌』調査データ集成のページにおいて「蔵本別データ」として掲げるとともに、6 本

の「現地調査報告書」 

とともにサイトから閲覧可能とした(10)。蔵本ごとの特徴が把握できるようにしている。 
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＜項目ごとの集成＞ 

同じく、比較可能なものについて「項目別データ」として掲載するとともに、次に述べる「各デ

ータ集計比較表」の項目からもリンクで閲覧可能とした。項目別に横断的に蔵本を比較できるよ

うにしている。 

 

 なお、グラフ化は 1 号から終号までをＸ軸とした。各本の終号は均一ではないけれども、Ｘ軸

は同一の長さで表現しているため、グラフの形状比較はあくまで参考値として見ていただきたい。

本文丁数と定価の相関については、「東大経済学部」「東大総合図書館花房本」「中央大」「岡山大」

の４本について、部分比較のための数値表を作成し、次の「各データ集計比較表」からリンクさ

せている。 

 

○「各データ集計比較表」について 

各々の蔵本間の有意差について次に略述する。 

 

①製本状況と材質 

原本そのままの合綴：岡山Ｎ２７ 

原本に後表紙をつけて合綴：それ以外 

岡山Ｎ２７と中央は製本材質が多用だがそれ以外は糸で合綴されている。 

 

②表紙の大きさ 

京都版原本：岡山Ｎ２７の中間値（縦 22.4cm、横 15.3cm） 

他はこれより小さく、合綴による化粧断ちがなされていると考えられる。 

江戸・東京版：混在があるため、抽出値で比較すると、 

早稲田（35 号、縦 17.5cm、横 12.4cm）、 

東大花房本（35 号、縦 20.8cm、横 14.7cm）で前者は小本、後者は中本の形態だが合綴による化

粧断ちの可能性がある。 

 

③本文の匡郭 

京都版 

1－12 号は無匡郭。13 号以降は双郭。 

江戸・東京版 

1 号から全て有郭。：早稲田（31 号から 40 号まで単郭、41 号以降は双郭）東大花房本（1 号から

40 号まで単郭、41 号以降は双郭） 

京都版で始まり、江戸・東京版の小本が混在しながら、江戸・東京版だけになっていくようすが

早稲田大学本において、一方、江戸・東京版だが初期に京都版を少し混在させるようすが東京大

学花房本で見られる。 

 

④定価：京都版には付かず、江戸・東京版の表紙にのみ付く。 
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定価なし:岡山Ｎ２７，Ｓ６－２，東大南葵文庫 

定価わずか：岡山Ｓ６－１、中央（３割すべて判子黒）、早稲田（そもそも表紙の欠落が多い） 

定価半数以上：東大経済、東大花房本 

 

⑤刊行と刊記 

 ここでは刊記の不許翻刻の有無、版元名をまとめて記述する。また、集計にとどめていた、江

戸・東京版の版元・和泉屋市兵衛の住所が「芝神明前」と「芝三島町」と２種現れる場合につい

て参考までに付記した。カード作成時においてはこの住所表記と版の差異の関連付けを想定して

いたが、その後、江戸・東京版の住所表記では須原屋も２種、さらに両者の住所の頭に東京が付

くか否かといった複雑な様相をもつことが判明した。現在これらの刊記データの記録方法を模索

している段階である。 

 

・京都版 

岡山Ｎ２７、Ｓ６－２：刊記は全て村上勘兵衛・井上治兵衛のみで必ず不許翻刻が摺られる。 

 

・京都版と江戸・東京版の混在 

岡山Ｓ６－１： 

ほとんどが村上・井上だが、和泉屋市兵衛・須原屋茂兵衛 168 号（和泉屋の住所は芝神明前）、村

上・和泉屋・須原屋は 159・164・166・169・172 号で、村上は江戸出店の住所。従ってかなりの

後の流通のものが混在していると考えられる。 

東大南葵： 

刊記が欠落しているが、村上・井上のほうが和泉屋・須原屋より多く付く。和泉屋・須原屋が現

れるのは明治 2 年 60 号からである。不許翻刻を摺る形で付くのでのちの流通になるのではないか

と考えられる。和泉屋の住所で「芝神明前」は明治 2 年 60 号、「芝三島町」70 号から見られる。 

東大経済： 

刊記が欠落しているが、村上・井上のほうが和泉屋・須原屋より多く付く。94 号以降に和泉屋・

須原屋が 5 件付きいずれも不許翻刻を摺る形。103 号に村上・井上・和泉屋・須原屋の四者共同刊

行の刊記がつく。和泉屋の住所は 94 号に「芝神明前」、芝三島町で現われるのはすべて明治 2 年。 

中央大学： 

慶応４年・明治元年分：村上・井上のほうが和泉屋・須原屋より多く付く。明治元年分 136-172

号の 8 件は和泉屋の住所・芝神明前。 

明治 2 年分：1 号以降の和泉屋・須原屋に不許翻刻を摺る形で付く。和泉屋の住所は「芝神明前」

と「芝三島町」とが混在している。 

早稲田大学： 

刊記の欠落が多いが、和泉屋・須原屋のほうが村上・井上より多く付く。40 号に「東京芝神明前

住所」のある和泉屋と須原屋、45 号には不許翻刻を摺っている。須原屋単独の刊記は 35・50・60

号に見られ不許翻刻は摺られない。 
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・江戸・東京版 

東大花房本： 

刊記の欠落が多いが、和泉屋単独刊記は 11・20・28・178 号で住所は「芝三島町」となっている。

須原屋単独刊記は 38 号のみでいずれも不許翻刻を摺らない形でつく。和泉屋・須原屋の両者連名

の形は 48 号からであり、ほとんどに不許翻刻を摺っている。住所は「芝神明前」のほうが「芝三

島町」より多く出現。 

 

⑥表紙の不許翻刻印：江戸・東京版の表紙のみに付く 

京都版で不許翻刻印はつかない：岡山Ｎ２７，Ｓ６－２ 

丸・朱・判子が長方形・朱・判子より多い：東大経済、中央、東大花房 

不許翻刻印が少ない：岡山Ｓ６－１，東大南葵、早稲田（表紙の欠落が多い） 

 

⑦「巻尾」という文字（最終丁左下に摺られる。） 

116 号と 117 号の場合 

枠が有って匡郭の内側についている：岡山Ｎ２７、Ｓ６－２、東大南葵、中央→京都版の意味か 

枠が無く匡郭の内側についている:岡山Ｓ６－１,東大経済､東大花房→東京版の意味か 

 

⑧柱・題号：江戸・東京版の 40 号までが「日誌」41 号以降は『太政官日誌』。京都版の 1－12 号

まで柱はなく、13 号以降に「太政官日誌」となる。 

２種有り、「日誌」と「太政官日誌」： 早稲田、東大花房→江戸・東京版 

１種のみ、「太政官日誌」：その他の蔵本→京都版、40 号以降の東京版 

 

⑨柱の丁数形式 

１号が一、２号から二ノ一、５号に又丁あり・・・：早稲田＝京都版初期の版の混合を意味する。 

１号から１２号まで通し丁数:東大花房本＝江戸・東京版 

１号から○一ノ一・・・１３号から一、明治２年から○一：その他の蔵本＝京都版・東久世公系

第３版の同版 

なお、岡山Ｎ２７には 5 号で又丁があるため京都版初期の版の混合と考えられる。 

京都版の版については第 1 部拙稿「『諸本比較表』による異版の抽出」をご覧いただきたい。 

 

⑨売捌き所：京都版のみ刊記の裏の丁に表示される。 

なし： 

岡山Ｓ６－２、東大南葵、東大経済、早稲田、東大花房 

あり： 

岡山Ｎ２７（３７件、京都の辻本仁兵衛が 13 号からつくほか、辻本と大坂の浅井吉兵衛・岡田茂

兵衛・大野木市兵衛の四者、京都の堺屋仁兵衛の単独）、前述の５号又丁と合わせて考えると早い

版で流通時期も同じものが混在しているのではないかと思われる。 

岡山Ｓ６－１（７件、辻本仁兵衛は 21 号からつくほか、大坂の浅井・岡田・大野木 3 者） 
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中央（７件、辻本仁兵衛が 12 号からつく） 

 

⑪爪見出し（刊記の匡郭外、左上につく黒い見出し） 

・京都版 

ほとんどあり： 岡山Ｎ２７（10 号から） 

ところどころあり：岡山Ｓ６－１（1 号からついている）、Ｓ６－２、東大南葵〈20 号から）、東

大経済（1 号から）、中央（10 号から）、早稲田（135 号のみ） 

・江戸・東京版 

なし：東大花房 

 

⑫蔵書印 

少ない： 岡山Ｎ２７，Ｓ６－２、早稲田、 

１つつくものが多い：岡山Ｓ６－１、南葵、中央、東大花房 

２つが多い：東大経済 

 

⑬銘 

あり：岡山Ｎ２７、Ｓ６－１ 

なし：その他の蔵本 

 

３ 課題と展望 

板本が大半をしめていた近世から近代への架橋の上に、『太政官日誌』という不定期ながら継続

して発行された木版刊行物は存在している。1 号ずつ版が作られ、改変されていった単体の集積値

について研究会のなかでの本格的な評価分析にはまだ時間が必要だが、ひとまず終了した集計や

データ集成の過程で、明らかになってきたいくつかの問題点をまとめて記述し本稿を閉じること

としたい。 

（１）印刷方法について 

 『太政官日誌』の版面では、特に京都版で初期に木活字と判断できるものがあるが、匡郭のすみ

に切れ目がなく一見整板と見えても文字の中心軸がゆれる場合があった。そのため木活字かと判

断に迷う場面が少なくなかった。岡山大学本では全て整板、東大南葵文庫本と花房本はほとんど

木活字、その他は整板と木活字が半々というように、データにはかなりの差が見られたため、集

計上は参考値にとどめている。 

（２）版の異同の分析について 

今回集計した調査カードの項目のうち、本文の版の特徴を規定しうるものとしては、匡郭の計

測値、柱の題号、柱の丁数形式、本文丁数に対するルビ割合、巻尾の有無が挙げられる。 

京都版と江戸・東京版の両方に共通した事項として、匡郭の計測値についてはデータ集成で山

形の変化が見えているものがあるが、対象となる通巻の伝来をしっかりと把握したうえで見直す
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必要がある。巻尾については集計の参考値にとどめているが、版の異同の指標を示している可能

性がある。 

 

京都版では 1－12 号までの柱の丁数形式の有無と内容差が異版の指標となりうる。匡郭と柱刻

形式が整い均質な版式となっていく 13 号以降において、柱の題号では版の異同を判断する決め手

にはならなかった。江戸・東京版では、ルビのついた本文丁数の全体に対する割合が同率の場合、

付訓が具体的な位置について内容的な差異は計測値では捕捉されていない。これについては、石

田氏によって作成された「摺り消しチェックリスト」や、1－13 号の微視的調査から作成した「諸

本比較表」で補っている。合わせてご覧いただきたい。 

（３）流通状況の分析について 

表紙と刊記は、本文とは別版で作成し製本時に付けられるものである。表紙にある定価や不許

翻刻印の押印状況を調べると、本文同版であっても販売流通時期の前後を示す指標となりうる。 

京都版と江戸・東京版の両方の刊記について、匡郭が単郭か双郭かということが、調査カード

の選択様式とも関係して採取しきれていないが、流通時期の要素になりうると考えられる。 

京都版には表紙に印がつかないが、売捌き所が刊記裏に示されている。集計した蔵本の京都版

では売捌き所のあるものが少なかった。また、刊記には不許翻刻が必ず摺られ、刊行者の村上勘

兵衛と井上治兵衛の住所が固定だが、住所表記に京のつくものとつかないものがあり、大坂流通

との関係が推定される。こうした住所の種類はこの調査カードでは捕らえきれていない。「諸本比

較表」で試行的にデータ採取しているので合わせてご覧いただきたい。 

江戸・東京版では表紙に定価と不許翻刻印が押印され、定価、定価印か摺りか、不許翻刻印の

２種類をデータ採取したが、調査の進展とともに、定価印の大小、種類や押印の左右位置、不許

翻刻印３種といったように、当初の想定を超えて多数のバリエーションが存在しているようであ

る。刊記では、和泉屋の住所二種はデータ採取されたが、須原屋の住所も二種あり、さらに東京

を冠するか否かといった差異については調査カードに盛り込まれていない。和泉屋・須原屋か須

原屋・和泉屋かといった順番の違いもある。これらをすべて書誌データとして採取しようとする

と調査カードＢはＡ４で 3 枚以上必要となるだろう。細目を採取することにエネルギーと時間を

費やし、木を見て森を見ずという恐れもないわけではない。こうした複雑なデータを合理的に収

集する形式や方法も、研究会の議論のなかで検討していく余地があると考えている。 

（４）通巻グラフの比較の限界について   

前述のように、「データ集成」に表現したグラフはその X 軸を慶応 4 年の 1 号から明治 2 年の終

号までとしており、各蔵本の含有号数が異なったまま単純集計した結果を表現している。そのた

め細部の比較には限界がある。 

『太政官日誌』の交付時期は尾張藩については判明しており、明治元年内の交付は 123 号まで、

124 号から 176 号までは明治 2 年 1 月から 7 月までの間に、明治 2 年分と平行して交付されている

(11)。京都太政官代から直接交付された証のある伝本であれば、交付時期を考慮したグラフを作成

することが望ましいところだが、今回集計した蔵本のうち京都版のみで構成される岡山大学本は

いずれも後版の同版で一部初期の版を混合しているものだった。そのため、通巻のままグラフ化

している。 
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今後は、版の異同や流通について視野に入れながら時期やテーマを細分化して、より見やすく

比較しやすい表・グラフを工夫していきたい。 

アナログの時代には、書誌記述や史料の解読分析と総合化は紙に定着した文字や数字を経由す

ることを前提としていたが、「デジタル・テクノロジー」によってあらゆる史的「痕跡」は情報化

され計算化されることが可能になった(12)。データ入力を担当された諸氏によって、『太政官日誌』

が含有する史的「痕跡」は、150 年余の時を隔てて、初めて遠隔分散処理的に共同してデジタル化

されたのである。改めてその労に深謝申し上げる次第である。そうした史的「痕跡」はコンピュ

ータ上で瞬時に分類分析が可能だが、データの精度を上げるのは私たち人間の眼に他ならない、

原本を虚心に観察し微細な差異の発見から想像力を膨らませ、周辺史料との関係性への考察を深

化させていくことが、次世代の史料学への礎となると考えている。 

 

 

 

 

図１ [入力フォーム「太政官日誌 2010」画面] 

 

 

入力者は直接テキストを打ち込んだり、ラジオボタンを選択したりして調査カードＡ・Ｂのデ

ータをＷＥＢ経由で入力する。項目の頭の番号は調査カードと一致している。 
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図 [Spreadsheet「太政官日誌 2010」画面の一部] 

 

フォームから送信されたデータは表計算形式で 1 カード 1 行の単位で蓄積されていく。 

1 列目は自動的に記録される送信年月日時刻であり、２列目から調査カード ID 番号、Ａ・Ｂカ

ードの種別などと続く。 

画面は 2010 年 11 月 5 日に送信された岡山大学蔵本データの最初の部分。 
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註 

                                                 
(1) 例えば、名古屋大学図書館による「名大システム・古典籍内容記述的データベース」

(http://libst1.nul.nagoya-u.ac.jp/wakan/index.html[2010.4.9])が扱うのは 21 項目だが、本研究

では 51 項目である。 
(2) Google 社が Google apps として企業や団体に提供するサービスで、個人利用には基本的に無料。

ワープロや表計算のソフトウェアを、マイクロソフト社のワードやエクセルに代表されるような

パッケージ販売ではなく、インターネットを経由した利用サービスとして提供している。マイク

ロソフト社製品や最近普及してきたフリーウェアなどとも互換性がある。2013 年 3 月現在はサー

ビス全体を Google Drive と改称している。 
(3) マイクロソフト社のエクセルに代表される表計算ソフト。 
(4) http://googledocs.blogspot.com/search/label/forms/[2011.3.20]。なお Form は 2009 年 3 月 6

日付け"Which is faster, warp or hyperdrive?"から Form 形式のテンプレートへの評価が記録さ

れており、入力形式の改訂を繰り返している。2013 年 3 月現在、本研究で使用したデザインは提

供されていない。 
(5) 1980 年代半ばより行った横浜市在職時の市政モニター対象各種アンケート設計と実施、「横浜

市民女性の生活実態と意識調査 」（郵送法）、オノーレ情報文化研究所受託による某自治体の「公

園利用団体の意識調査」（郵送法）「福利厚生施設改修に伴う職員意識調査」（CGICOM のシェア

ウェア CGI 利用）などを通じた経験知による。 
(6) 情報倫理的観点を含むものとして『現代思想 特集 Google の思想』（2011 年 1 月号） 
(7) 摺り消しについては石田氏により別にチェックリストが作成されたので岡山大学附属図書館本のみの作

業とした。 
(8) 岡山大学附属図書館本についてはこの時点で蔵本系統ごとに請求番号 S6 の 2 分割（oka1,oka2）

N27(oka3)を行い、3 種に区分けした。以下では、便宜的に岡山 S6-1,岡山 S6-2,岡山 N27 とする。 
(9) 具体的にはフィルタ機能を使用して特定の項目を抽出し数値に置換させる作業を行った。 
(10) 中央大学図書館蔵本は系統が異なる二種を一つの系統として処理している。明治 2 年記分は、江戸・

東京版の項目別比較として別にまとめた。 
(11) 徳川林政史研究所所蔵「太政官代御事書」よる。（拙稿「太政官日誌の発刊について－史料による実

態の考察」『出版研究』42 号,2012 年） 本報告書の第 2 部拙稿でも史料を詳しく紹介している。 
(12) 石田英敬 (編著)『知のデジタル・シフト―誰が知を支配するのか?』（弘文堂,2006）,pp48-49。 


