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小城藩日記データベースの構築
吉賀 夏子1,a)

只木 進一2,b)

伊藤 昭弘3,c)

概要：佐賀大学地域学歴史文化研究センターでは，江戸時代の行政文書である小城藩政日記および主要人
物のデータベースを構築している．データベースを公開するウェブサイトでは，表形式のみでなく，柔軟
な利用と長期保存を目的として，Linked Open Data（LOD）形式でのデータを公開している．データ構築
に当たって，藩政日記の書誌データを，事前に定義した属性を抽出するとともに，各記事に Web で一意の
識別子である URI を付与し，LOD 形式へと変換を行った．また，当該サイトでは，日記に含まれる画像
を International Image Interoperability Framework（IIIF）で保存している．LOD 化に際して利用した固
有表現リストおよび形態素解析用辞書は，クリエイティブ・コモンズライセンスの下で公開した．本稿で
は，LOD と IIIF 画像の構造を述べるとともに，歴史的データの利活用について議論する．
キーワード：藩政日記，Linked Open Data，IIIF，クリエイティブ・コモンズ，長期保存

Construction of a Database on Ogi-han Nikki, a Business Diary of Ogi
Local Administration
Natsuko Yoshiga1,a)

Shin-ichi Tadaki2,b)

Akihiro Ito3,c)

Abstract: The Center for Regional Culture and History, Saga University, has been constructing a database
containing the business diary of Ogi local administration in Edo era, their headings and main personnels
appearing in the diary. A designated website publishes the databases both in table and Linked Open Data
(LOD) formats for flexible uses in data-driven mechanisms and long-term preservation. In the construction,
we convert bibliographic data in the diary into LOD format, by extracting pre-defined attributes and giving a
URI to each entry. The web site also publishes images of the diary in the International Image Interoperability
Framework (IIIF). We also publish, with the Creative Commons (CC) license, the list of named entities and
the user dictionary for the morphological analysis used in the process of converting data into LOD formats.
This report describes the structures of the LOD data and IIIF images and discussions about availability of
historical datasets.
Keywords: business diary of local administration, Linked Open Data, IIIF, creative commons, long-term
preservation
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江戸時代には幕府のもと、300 近い藩が存在した．藩で
は藩主の側回りや藩政役所の業務日誌が編まれた．それら
の記録は「日記」や「万覚帳」などのタイトルが付されて
おり，本研究では「日記」と呼ぶ．藩の日記は，藩の行政
のみでなく領地，農民，冠婚葬祭などに関する多様で豊富
な出来事が記載されており，当時の行政，文化の調査およ
び研究に役立つものとなっている．
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本研究では，佐賀藩の支藩である小城鍋島藩の藩政日記

ととなり，長期的保存に効果的である．また，データ構造

を対象とする．その件数は 10 万件以上と推定される．電

とともに画像を保存することも，画像の関連を保持し，そ

子化した日記を Web を通じて公開することで，研究者だ

の散逸を防ぐ効果がある．

けでなく，広く学生・市民に利用を促すことが期待できる．
藩政日記を分析することで，当時の行政だけでなく，産
業や経済，人の移動など多様な知見を得ることができるが，

2. データベース構造
小城藩日記データベースは翻刻済みの日記記事および人

その件数が多いことが課題となる．大規模なデータを分析

名典拠の二つのデータベースから成る．翻刻とは，一般に

するためには，アプリケーションによる統計解析などの

崩し字で書かれた文献をテキスト化することで，多くの人

自動化手法が有効である．そのためには，提供するデータ

が読める形式にすることである．以下に，各書誌項目の構

も，書誌データの項目および値を構造化した上で機械可読

成について述べる．

にする Linked Open Data（LOD）[1] 化が有効である．ま
た，多くの市民と研究者に原本画像を提供する際にも，適

2.1 日記記事データベースの構造

切な構造化と高度な閲覧機能が有効であり，International

日記は，出来事を記述した記事を時系列に記録したもの

Image Interoperability Framework（IIIF，トリプルアイエ

である．本データベースでは，記事を最小書誌単位として，

フ）[2] の活用が注目されている．しかし，これらの実装に

一意の識別子（図 1 の uid）を付与する．

は，関連する専門知識が必要となるとともに，データ変換
のために大きな工数が必要となる恐れがある．

図 1 に示す各記事の記述を構成する書誌項目は，全て uid
（unique id）に紐づく．書誌項目は，作成日，記事タイト

さらに，構築したデータは，利用されなければ価値を発

ルなどの記事自体の基本情報および書誌作成者が後付けし

揮することができない．そのためには，明確で簡便な利用

た情報である分類名，関連する人名，参考文献類（典拠利

許諾の仕組みが必要である．

用および翻刻）で構成されている．さらに，参考文献類に

以上の課題を考慮しつつ，佐賀大学地域学歴史文化研究

は，著者，文献タイトルなどの項目が階層的に紐づく．

センターでは，小城鍋島藩の日記記事および主要人物の典
拠データベース（https://www.dl.saga-u.ac.jp/ogiNikki/）
を構築し，Web を通じて公開している．
データの構築に当たり，記事の書誌情報の掲載に加えて，

2.2 人名典拠データベースの構造
江戸期の日記には，武家のように呼称が時期とともに移
り変わる人名が数多く出現する．これらの呼称の名寄せを

記事から抽出した単語に対し，固有表現クラスによる意味

通じて，日記調査での人の動きを追うことが容易になる．

情報および外部リンクを付加し，書誌データの構造を機械

呼称に加えて，人物に関する生没日，家族関係，名乗り年

可読にする LOD 化を，著者が提案する作成コストを抑え

など，調査の拠り所となる情報である典拠をデータ化すれ

た手法 [3] を適用した．加えて，作成過程で作成された固

ば，より詳細な出来事の分析が可能となる．

有表現リスト，MeCab 用辞書なども公開した．LOD 化の

そこで，小城鍋島藩およびその周辺の藩主家の人名を調

過程で生じた単語リストなどの副産物も合わせて Web に

査し，人名典拠データベースを構築した．人物に対して一

公開することで，ジャンルが類似する外部組織の書誌に対

意の識別子（uid）を付与し，呼称に関する情報，生没日，

する LOD 化を進める材料を提供することができる．

父母，養父の名前，家督の取得，隠居のあった日付などの

同時に，IIIF 規格による画像に関する構造化データの公
開を行なった．さらに，書誌データおよび画像を可能な限
り多くの市民が利用できるようにするため，クリエイティ
ブ・コモンズ [4] を用いて利用許諾を明確にした．

個人的な情報を項目（図 2）とする．

3. LOD 構築および公開
記事は時，場所，人名，役名，出来事名などの概念を表

従来のデータベースに，LOD，IIIF 規格の画像データの

すために重要な単語，すなわち固有表現 [6] で構成されて

公開とそれらに対する利用許諾の明示を合わせて行うこと

いる．固有表現となりうる単語を抽出し，それらに対して

で，研究者は積極的かつ柔軟に公開データを活用できる．

単語の種類を表すラベルを付与すれば，記事内容がより解

このような人文系のデータ公開手法が普及すれば，国内外

りやすいものになる．外部組織に関連情報が存在する場合

の市民がコンテンツに興味を持ち，多様な観点から実デー

には，それらのデータとの関連付けを通じて，元々の情報

タを活用するおもしろさを認識することが期待できる．

のもつ意味をより正確にかつ豊かなものにできる．さら

書誌データを LOD というテキスト形式で保存するとと

に，書誌についても，項目同士，項目と値の関係を定義す

もに，データの定義書であるオントロジー [5] を公開する

る構造化データとして機械可読な記述を行えば，利用者自

ことは，オペレーティングシステムやミドルウェアといっ

らが，全ての書誌データをアプリケーションを用いて解析

た寿命が長いとは言えない基盤からデータを独立させるこ

できる．
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図 1 日記記事データベースの書誌構造．典拠および翻刻（参考文
献類）は一意の識別子 uid に階層的に紐づく．図中の矢印は

uid とその他の項目との関係を表す．二重線の矢印は関係する

図 2

項目の値が複数回出現する事を示す．

人名典拠データベースの書誌構成概要．図中の矢印で示す関
係は図 1 を参照の事．

Fig. 1 The data structure of the database of titles on Nikki.

Fig. 2 The data structure of the heading database containing

Unique IDs (uid) are given to references of authorities

personal profiles in Ogi-han. Arrows in this figure are

and reprints hierarchically. Arrows in the figure de-

with the same style in fig. 1.

scribe relations between uids and attributes. Double
arrows represent that values of attributes appear multiple times.

表 1

style.

2018 年 4 月時点で 12816 件の記事に対し固有表現抽出
を行い，LOD 化した．

3.1 記事の特徴
記事自体は，中世から近世で用いられた文語体の一つで
そうろうぶん

ある候

uid

直能公就御病気御祈禱之事
直能公がご病気のためご祈祷する事
より

40

右就御病気侍中 ゟ 御祈禱事
右（uid 39 の直能公）のご病気について，侍（小城鍋島家

日記中の候文（記事文）には，一文につき 2 文字から 115
文字で，そのうち 9 文字で構成されている記事が最も多い

翻刻記事
現代語訳

39

文[7] で構成されている（表 1）．

文字含まれている．記事文を構成する文字数は，平均 16

候文で記述された記事の例．

Table 1 An example of titles in a diary written by “sourou”

家臣のうち「侍」身分の者）たちよりご祈祷をした事

41

右御祈禱之供物江戸被差登候事
右（uid 40）のご祈祷の供物を江戸に送った事

（図 3）．
また，日記の候文には以下に挙げる特徴がある．

41）の例文中にある「被差登」のような漢文由来の返

• 候文は，基本的に日本語の語順だが，定型句に表 1（uid

し読みが入る．
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表 2

1200

固有表現クラスの内訳および各クラスの単語例．

Table 2 Named entity classes of titles on the diaries and the
1000

examples.
クラス名

600

出現回数

800

400
200
0
4

9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 70 115
記事1⽂あたりの⽂字数

図 3

クラスの意味

単語の例

時

時を表す名詞

今月, 閏, 年始

場所

寺社・場所を表す名詞

本行寺, 諫早, 江戸

出来事

出来事を表す名詞

法事, 拝領, 病気

人名

人名を表す名詞

直能, 長寿院, 鍋島志摩

役名

役割・軍隊名を表す名詞

祐筆, 侍中, 名代, 余田金吾組

用語

上記以外の定型句・単語

ニ付, 被遣候事, 同断事

表 3 人名あるいは地名（寺社名を含む）として判定する語のパター
ン例．

Table 3 Examples of patterns to select words as named entities
and classify them into “Person” or “Place” (including

日記記事 1 文あたりの文字数の分布．全記事数は 12816 件．

names of shrines and temples).

記事中で出現する文の総数は 12848 文．
パターン

単語の例

number of titles is 12816 and the total number of sen-

人名に使用する接尾辞

氏，様，殿，公，翁，守

tences in the titles is 12848.

人名の一部

右衛門，左衛門，兵衛，亮，助，介

寺社名の一部

寺，社，院，庵

Fig. 3 The distribution of the number of letters in diaries. The

（入力データ）
日記記事データ

変換実行フロー

Web および書籍などから収集した単語から成る形態素解析
ツール MeCab[8] 用のユーザ辞書を用いる．例えば，記事

形態素解析ツール用
ユーザ辞書準備
（固有表現クラス別
リストの作成）

中には，小城藩，佐賀藩に関連する固有名詞が出現する．
固有表現抽出

これらの固有名詞は，佐賀県立図書館で公開されている，
LOD生成

外部リンク
整備

*1 ，地名（藩政期）
分限帳（着到）
，寺院名（藩政期）データ

ベース [9] から自動収集する．Web および書籍からも，人
名 [10]，候文で使用される定型句 [11]，格式および役名を
収集する．一部人名は，専門家の手作業で作成する人名典

書誌オントロジー
準備

（出力データ）

拠データベース（2.2 節）より入手する．

Linked Data

また，記事に登場する人物はしばしば「肥前守」
「真照院」
など，地名あるいは寺社名が呼称になるため，単純には人

図 4

LOD 化プロセス概要．

Fig. 4 The process of converting data into LOD.

• 全記事 12816 件に含まれている，全 12848 文中 12196
文（94.93%）の末尾は「事」で締めくくられている．

• 丁寧語，受け身を意味する「被」は 12848 文中 3780 文
（29.42%）に出現する．

• 筆記者より身分（格式）の高い人物に関する文には，
「御」を名詞の前につけ，動詞には丁寧調の定型句「被
仰付候事」
「被進候事」
「被下候事」などが必ず用いら
れる．

3.2 固有表現抽出および外部リンクとの紐付け
固有表現抽出の際，古典籍書誌に対して適用した LOD
化手法 [3] を日記記事に応用した．LOD 化のプロセス概要
は図 4 に示す．
まず，記事を構成する単語を，表 2 に示す各固有表現
クラス用のリストに整理する．固有表現の自動抽出には，
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名か地名か判断が付きにくい．そこで，あらかじめ「氏」
「様」などの人名に続く接尾辞あるいは人名，寺社名の一部
に注目し，これらのパターン（表 3）の前に来る単語を自
動収集する．それらの単語が人名であるかを手動で確認し
た後，固有表現クラスリストに登録する．
次に，記事を形態素解析した結果から，固有表現クラス
を判定し，固有表現由来データベースに格納する*2 ．固有
表現由来データベースに単語を登録する際の手法および

URI の紐付けも [3] と同じ仕組みで動作する．固有表現由
来データベースを構成する項目は，固有表現クラス名，記
事 uid，固有表現，記事中の固有表現の出現位置および自
動付与した URI である．
今回，固有表現を抽出する対象の数は，文献 [3] の古典
籍の注記 222 件から日記の記事 12816 件に大幅に増加し
た．そのため，記事文の入力から LOD 出力までの一連の
*1
*2

役人名簿の意．
[3] 表 1 の「A 形態素解析」および「C
録」に相当する．

固有表現由来情報登
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スクリプト群で，動作遅延の主な原因となりうる正規表現

画像閲覧者の利便性，データの長期的な管理の観点から，

によるパターンマッチングの回数を可能な限り減らして，

IIIF 規格に準拠した画像閲覧システムを採用した．画像

動作時間を短縮することを試みる．一方で，事前に準備す

配信サーバには，所蔵の JPEG 画像を直接配信するため，

るユーザ辞書を可能な限り充実させておく．

Loris[14] を用いた．

つまり，表 3 で示したように，MeCab 辞書のみで判定

マニフェスト [15] と呼ばれる画像表示に関する JSON-

できない単語の固有表現判定については，記事中の固有表

LD 形式の構造化データは，スクリプトによって自動生成

現出現パターンを調べて直接抽出するスクリプト*3 を，主

する．その際，IIIF 規格対応画像閲覧ツールの一つであ

に Mecab 辞書作成前の単語収集に流用する．また，辞書

る Mirador[16] は，冊子体単位かつ右から左ページの順に

生成時に，MeCab が登録した固有表現を優先して分割す

画像を連続して表示させることが可能である．そこで，画

るように，辞書用単語に設定されているコスト値を，自動

像閲覧者がある記事の画像を閲覧する際，ある日記中に記

設定される値から，例えば，一律 10000 差し引く．

載されている記事が在るページを指定して閲覧する方式を

その結果，MeCab による単語切り出し精度は，コスト値

採る．

を自動設定した辞書を使用した場合の 91.6702%から，コ

現時点で 1210 記事が画像に関するデータをもつため，図

スト値を差し引いた辞書を使用した場合の 99.6156%に上

5 で示す構造に沿って，マニフェストデータを記事の書誌

昇した．その理由は，記事文は，藩内の業務内容であるこ

単位で生成するスクリプトを実行した．

とから，一文が簡潔で，文体は候文特有の定型句を多用し
ていることに加えて，固有表現が記事文の構成要素の平均

5. 利用許諾

78.47%と高い割合を占めているためである．

前節までに述べたデジタルコンテンツおよびデータセッ

最後に，抽出済み固有表現のうち，人名，地名，出来事

トの全てを Web で公開し，利用者による能動的な利活用

クラスに属する単語に対する外部組織の URI 外部リンク

を促すには，分かりやすく簡便な利用許諾の仕組みが必要

を外部リンク探索スクリプト（[3] の表 1 F）を用いて探索

である．

し，固有表現，URI，引用元などの項目から成る外部リン

江戸期の古典籍は，著作物としての保護期間を過ぎてい

クデータベースに格納する．その後，探索結果を確認し，

る．しかし，その翻刻テキストや原本画像，Web リンクの

適宜外部リンクデータベースを編集する．データクリーニ

引用などは，サイトによって許諾の必要性が異なる [17]．

ング（[3] の表 1 D）を含み，これらの手順は [3] から変更

特に，データベースや画像は，作成者に著作権があるため，

していない．

再利用には注意が必要となる．そのため，利用許諾の方法
が明示されていない場合には，公開されたデジタルコンテ

3.3 RDF 形式のデータ変換

ンツが十分に活用されない傾向がある．

表形式から RDF[12] 形式へのデータ変換では，図 1 およ

小城藩日記データベースの構築では，
「多くの研究者が佐

び図 2 で示す書誌項目間の関係に合わせ，RDF データ変

賀をフィールドとし，研究が進展することを望んでいる．

換スクリプト（[3] の表 1 H）を変更する．また，固有表現

そのハードルを下げるための手段のひとつとして，『小城

クラスと書誌項目の対応を行う必要がある．そこで，事前

藩日記データベース』は発想している．
」[18] と示されてい

に簡易な日記記事および人名典拠オントロジーを OWL 形

るとおり，ウェブサイト上でダウンロードできるすべての

式のデータ作成ツールである Protégé[13] などで作成して

情報を使って，市民に自由なデータの閲覧と分析の場を提

おく．

供することを目指している．

日記記事オントロジーデータで書誌項目の構造が定義さ

他方，データ所有者*5 は，趣旨には賛同し，コンテンツの

れると，日記書誌の値を用いて生成した RDF データの整

利用は自由にしたいが，教育や研究などの趣旨から大きく

合性を Protégé で確認することができる*4 ．

外れた利用や，出典の明示が行われないことに懸念を持っ

4. IIIF 規 格 の 画 像 配 信 サ ー バ お よ び 閲 覧
ツール

ている．
そこで，本データベースは，データ所有者の意図を汲む
と同時に，多言語に対応し，明確な利用許諾を示すことが，

日記画像は，マイクロフィルムから変換した JPEG 画

現状最も容易なクリエイティブ・コモンズを利用すること

像である．これらの画像をウェブサイトで表示する際に，

とし，本データベースの全コンテンツに限って，表示 - 非
営利 - 継承 4.0 国際（CC BY-NC-SA 4.0）[19] を採用す

*3
*4

[3] 表 1 の「B 文脈（B1）および推測（B2）による固有表現判
定」に相当する．
小 城 藩 日 記 デ ー タ ベ ー ス の オ ン ト ロ ジ ー ，記 事 お よ び 人 名
デ ー タ セ ッ ト ，固 有 表 現 ク ラ ス 別 リ ス ト ，MeCab ユ ー ザ
辞 書 な ど は ，デ ー タ セ ッ ト の ペ ー ジ（https://www.dl.sagau.ac.jp/ogiNikki/dataset/）からダウンロード可能である．

c 2018 Information Processing Society of Japan
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ることとした．
データ所有者にとって，今回のクリエイティブ・コモン
*5

日記本体および画像データの所有者は，佐賀大学附属図書館であ
る．
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ツールそのものの寿命や公開に必要なミドルウェアの寿命

@context
冊子体（日記）の基本情報
@id
(画像の所在，ライセンス，所有者など)
@type

を考慮した保存形態を検討する必要がある．また，広範な
利用を促進するためには，明確であり，簡素なライセンス
形態も必要となる．

sequences
startCanvas: "3ページ"

本研究では，小城藩日記データベース構築を通じて，こ
れからの Web 上におけるデータ公開に必要な要素を提案し

canvases

た．特に，各データベースを構成する書誌および画像デー

i （同じ冊子体を構成する）画像

1ページ

i

画像

2ページ

i

記事指定の画像

3ページ

i

画像

4ページ

…

…

n ページ

画像

i

タを構造化し，かつ LOD 化する手法を，日記記事データ
を用いて具体的に示した．さらに，データ公開で避けるこ
とのできない利用許諾に関わる課題を，クリエイティブ・
コモンズの利用で解決し，事例として示した．
今後は，多様な研究データの Web 公開事例を積み重ね
ながら，日本語による LOD 資源の充実を図る予定である．
現状の課題として，固有表現抽出過程において，特に人名
の抽出には比較的多くの手作業および目視による確認作業
が避けられない．さらに，大きな改変は必要ないが，書誌
データ構造に合わせて RDF 変換スクリプトの一部を書き
直さなければならない．これらの課題を解決するため，人

structures メニュー設定情報

文系 LOD 生成プロセスおよびその簡易な利用のためにさ

最初のページ情報

らなる改良を行う予定である．

記事見出し情報（3ページ）
最後のページ情報

謝辞 本研究の実施にあたり，平成 28 年度・29 年度大学
共同利用機関法人人間文化研究機構・国立歴史民俗博物館
の総合資料学奨励研究費による支援を得るとともに、デー

i はimages
図 5

タ構築等について助言を受けた．

IIIF マニフェストファイルの構造概要．この例では，小城藩
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