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ベツテルハイム史料の修復と機関リポジトリでの公開の方法
高橋輝
抄録：文部科学省より予算措置され，修復きれた，琉球大学所蔵のベッテルハイムの手稿日記・手稿公文書
簡集を題材に，この史料の意義および修復内容を報告する。また，この史料を機関リポジトリにより公開す
る際に考えられる，アイテムのとらえ方のいくつかの形態について，その検討の過程を述べる。
キーワード：貴重史料，ベッテルハイム，修復，リーフキャスティング法，機関リポジトリ，検索用データ
１．はじめに

copy」という）を，ベッテルハイム自身の保存用と

大学図書館では，教育研究活動の成果等を電子情

し，secondｃｏｐｙ（必要に応じthirdcopyも作成し

報化して広く提供することについて，さまざまな形

た形跡がある）を報告書として関係機関に送付して

で取り組んでいる。文部科学省では，国立大学等に

いたものである。しかし，現在，ベッテルハイム史

おけるデータベースの作成に関して1984年度から

料は世界に散逸し，一部分が琉球大学，バーミンガ

予算措置してきており，科学研究費補助金において

ム大学，英国国立公文書館に所蔵されているのが確

も，研究成果公開促進費（データベース）により，

認されているが，それでもまだ全体の約半分といわ

データベース化に関する経費補助が1981年度より

れる。琉球大学についていえば，全体の約５分の1

行われている。

相当叩の史料が所蔵されている。

このほか，各大学は，独自の予算で，あるいは文
部科学省大型コレクション補助事業費（1978年から

2.２琉球大学所蔵史料の特徴

2004年にかけて実施していたもの）により，入手し

琉球大学が，2007年８月１３日に発表した文部科

た古典史料，貴重史料など（以下「貴重史料」と表

学省からの2006年度予算交付による修復済ベッテ

記）のうち，著しく劣化が進んだものを修復し，併

ルハイム史料原本は，５冊から構成される。1冊目

せてマイクロフィルムに記録するなど，貴重史料の

は1846年１０月１７日から1847年７月７日までの手稿

修復保存事業を実施している。しかし，研究の面は
もとより，,情報公開や社会貢献の視点からとらえて
も，十分とはいえない面があることは否めない。

日記で，バーミンガム大学図書館コレクションの手
稿日記から抜けていた部分であり，琉球大学のみの

本稿は，このような流れの中で，文部科学省によ

２冊目は1846年から1850年までの手稿公文書簡

り予算措置され，修復された，琉球大学が所蔵する

所蔵である。

で，英国国立公文書館と重複している。

ベッテルハイムの手稿日記・手稿公文書簡集（以下

３冊目は1852年９月２８日から1853年１１月１３日

｢ベッテルハイム史料」と表記する）をひとつの題

までの手稿公文書簡で,琉球大学のみの所蔵である。

材として，当該史料の意義，修復内容をレビューす

この３冊目は，手稿日記の欠落（未発見）期間であ

るとともに，機関リポジトリを活用した公開の幾つ

る1847年から1850年の問を補完する役割を果たし

かの方法について検討することを目的とする。

ている。

４冊目は1853年４月２日から1853年７月２５日ま
2．ベッテルハイム史料の概要

での手稿日記で，バーミンガム大学図書館コレク

2.1ベッテルハイム

ションと重複しているが，バーミンガム大学図書館

バーナード・ジャン・ベッテルハイム（Bernard

本では，カーボン紙がきちんと入れられていなかっ

JeanBettelheiml811-l870）は，医師であるととも

た部分や，英国海軍琉球伝道会による下線や欄外の

に，1846年から1854年の間に沖縄県那覇で伝道し

書き込みなどの，ｔｏｐｃｏｐｙとの異同が発見されてい

た日本最初のプロテスタント宣教師であった。手稿

る。

公文書簡は，派遣元である英国海軍琉球伝道会やそ

５冊目は，1854年３月５日から1854年７月１６日

の他にあてた報告書である。日記・書簡ともに，当

までの手稿日記で，そのうち，1854年３月５日から

時，世に出てまもないカーボン紙に薄い敷写用紙を

1854年４月６日まではバーミンガム大学図書館コレ

２～３枚重ねた複写器に，鉄筆を用いて記していっ

クションと重複しているが，1854年４月７日から

たもので，そのうち，一番上の一枚目の用紙（｢top

1854年７月１６日までは，琉球大学のみの所蔵であ
5９
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る２１。

期，とりわけ薩摩藩の支配下にあった近世の琉球王

ベツテルハイム史料のうち，１冊目，３冊目，４

府の位置・外交等，幕末期の動向を探ることのでき

冊目，５冊目の計四冊は，1969年ごろベッテルハイ

る第一級史料であり，また，前述のように，１冊目

ムの曾孫の--人であるＲ・Ｊ・ハンプトン夫人所蔵

(1846年１０月１７日～1847年７月７日）の手稿日記，

のものを照屋善彦琉球大学教授（当時）を通じて，
２冊目は，1981年にベッテルハイムの曾孫の一人，

３冊目（1852年９月２８日～1853年11月１３日）の手
稿公文書簡，および５冊目（１８５４年３月５日～

セオドア.Ｊ・ベレスフオード夫人所蔵のものを

1854年７月１６日）手稿日記中４月７日～７月１６日

SamuelMukaida氏を通じて，それぞれ琉球大学に

の部分は，唯一琉球大学のみの所蔵となり，世界的

寄贈されたものである。

にも史料的価値が高い６１。

ベッテルハイム史料は，ベッテルハイム特有の手

書き文字のうえに,鉄筆による複写器を用いたため，

3．ベッテルハイム史料の修復

判読しにくくなっており，複写したカーボン紙の押

3.1状態の把握

跡を読む際には，裏側を鏡に映して読み取らなけれ

3.1.1総合所見

ばならない。しかも，劣化が激しい状態であった。

修復前のベッテルハイム史料は，亀裂，欠損，水

このような状況であるため，ベッテルハイム史料を

濡れシミ，フォクシング（褐色に変色したシミ），

翻刻することは，極めて困難な作業となるが，Earl

汚損，インク焼け等がみられた。本紙のｐＨ値は，

RankinBull（1876-1974）が，まず，これを手が

3.8～4.3と酸`性が強く，酸性劣化の影響が顕著だっ

けだ)。次いで，AnthonyPhilipJenkinsが，現在，
翻刻作業を継続中４１である。Jenkinsが，現在まで
に翻刻および編集を終えているのは，『TheJournal

た。また綴じ紐のゆるみおよび外れがあった。

ｃｍ，厚み0.9ｃｍ，２冊目が28.6×23.2ｃｍ，厚み0.7

andOfficialCorrespondenceofBernardJeanBet‐

ｃｍ，３冊目が27.2×22.2ｃｍ，厚み0.8ｃｍ，４冊目

telheim（1845-51）近世２Partl（1845-51)』（沖縄

が27.5×22.6ｃｍ，厚み1.2ｃｍ，５冊目が27.6×２３．２

県史資料編21，沖縄県教育委員会，2005）所収部分

ｃｍ，厚み1.1ｃｍだった。

で，琉球大学所蔵史料の中では，１冊目の手稿日記

寸法および厚みについては，１冊目が25.1×２２．０

繊維組成分析したところ，結果は次のようになっ

および２冊目の手稿公文書簡の部分に当たる。

た。

2.3ベツテルハイム史料の意義

した。これは，イラクサ科の多年草のカラムシの茎

まず表紙は，苧麻（からむし。ちよま｡）と判明
ベッテルハイムが那覇に滞在した１８４６年から

の繊維から製した麻糸でつくられたものである。

1854年というのは，米国のペリー艦隊やロシアのプ

本紙は，ほとんどが綿（綿独特のリボン状（よじ

チヤーチン艦隊の来航（いずれも1853年)，日米和

れている）になっている繊維を観察）であった。ご

親条約，日露和親条約の調印（いずれも1854年）

く一部の繊維に節があり，これは亜麻の繊維と判明

の時期に当たる。

した。紙厚は，約５０ミクロン（0.050ｍｍ)。

当時の琉球王国には，ペリー艦隊のほか，ロシア，
イギリス，フランスの艦隊など，さまざまな艦船が

各冊子の状態は，次のとおりであった7)。所見は，
表表紙・裏表紙の状態，綴じの状態，および本紙

訪れており，また，江戸幕府や薩摩藩，あるいは中
国との関係など，激動する世界`情勢の中で琉球王国

(手稿原本）の状態に分けて記述した。このほか，
市販のホルダーに挟み込んでいるものについては

にとっても危機的状況にあった。ベッテルハイムは

｢外観」の状態として記述した。

これら各国の要人と接触した記録を含め，自筆の日
記・公文書簡集（公の報告書のベッテルハイム自身
の控え）に記録を残している。

3.1.21冊目（1846年～1847年）の所見

3.1.2.1表・裏表紙

ベッテルハイムが那覇に滞在していた期間の琉球

１枚を半分に折り本紙に被せている（濃い茶色の

王府官吏が作成したベッテルハイムに関する記録は

厚めの洋紙)。黒インク（インク焼け)，鉛筆による

これまでも存在したが，これは琉球王府官吏の立場

書き込み。亀裂。著しい欠損。水濡れシミ，茶色シ
ミ，汚損，強い折れ，シワ，白い付着物。

から見たベッテルハイム像を示すものであり，ベッ
テルハイム自身の手書きの記録と併せて考察しなけ

れば，当時の国際関係，政治，経済，社会，文化の
全貌を解明することはできない5)。

その意味で，ベッテルハイム史料は，近世の激動
6０

3.1.2.2綴じ状態

半分に折り，ノートのように糸綴じ（綴じ糸薄茶

色変色)。細い糸，太めの糸があり，綴じを補強し
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ている。綴じ側は不規則に糸が通っている状態。

色，白の洋紙に黒インク，鉛筆書き込み（虫損，イ

ンク焼け)。水濡れシミ，茶色シミ，亀裂，欠損，
3.1.2.3本紙

全体強いシワ，折れ，焦茶色の点状の付着。

簿黄色の薄めの紙で，触れると割れる状態。カー

ボン使用（冊子前半部分は青，ほかは黒）と思われ

3.1.4.2綴じ状態

る。表側の文字は薄く判読しにくい状態。下部ぎり

半分に折り３束でノートのように糸綴じ（綴じ糸

ぎりのところに文字。後の書き込みと思われる鉛筆

薄茶色変色)。細い糸，太めの糸があり綴じを補強

の書き込み。補修紙が多く，糊が付着し茶色に変色

したものと推定した。表・裏表紙綴り側は亀裂，欠

している。水濡れシミ，フォクシング，亀裂，著し
い欠損。カビ，虫損のような欠損。

損のため綴じ糸は通っていない。
3.1.4.3本紙

３１３２冊目（1846年～1850年）の所見
3.1.3.1表・裏表紙

ほとんどは周囲を除き薄い水色の斑状ほかは薄黄

色の薄めの紙（触れると割れる状態)。虫損のよう

１枚を半分に折り本紙に被せている（濃い茶色の

な欠陥（冊子後半部小口側）あり，縮れたように

厚めの洋紙)。黒インク（インク焼け)，墨による書

なっている。カーボン使用（黒，薄いものあり）と

き込み。亀裂，欠損，著しいカビ。水濡れシミ，茶

推定。表側の文字は薄く判読しにくい。後の書き込

色シミ，汚損，強い折れ。見返し紙貼付（白い厚め

みと思われる鉛筆の書き込みあり。半サイズあり

の洋紙)。糊茶変色。継ぎあり。全体に薄茶色に変

(継ぎあり）。水濡れ，シミ，フォクシング，亀裂，

色。カビ，ふけ，亀裂，著しい欠損。汚損，シワが

欠損，シワ著しい。前頁の文字写り，擦れあり。

みられる。

3.1.54冊目（1853年）の所見
3.1.3.2綴じ状態

3.1.5.1表・裏表紙

半分に折り６束でノートのように糸綴じ（綴じ糸

１枚を半分に折り本紙に被せている（濃い茶色の

薄茶変色)。綴じ側は不規則に糸が通っている。細

厚めの洋紙)。墨による書き込み。水濡れシミ，亀

い糸，端の外れている太めの糸があり，綴じを補強

裂。著しい欠損。本紙側反古紙数枚貼り合わせ（英

したものとみられる。

文印刷)。全体薄茶変色，茶色シミ，汚損，強いシ
ワ。

3.1.3.3本紙

簿黄色の薄めの紙（触れると割れる状態)。カー

3.1.52綴じ状態

ボン使用（黒。薄めのものあり）と考えられる。表

半分に折り４束でノートのように糸綴じ（綴じ糸

側の文字は薄く判読しにくい｡下部ぎりぎりに文字。

薄茶変色)。細い糸，太めの糸があり，綴じを補強

後の書き込みとみられる黒インク（インク焼け）書

したものと推定｡綴じ側は不規則に糸が通っている。

き込み。半サイズあり。貼り紙。著しい亀裂，欠損，

カビ，ふけ。水濡れシミ，茶色シミ，フォクシング，
虫損のような欠損がある。

3.1.5.3本紙

ほとんどは周囲を除き薄い灰緑色の斑状，ほかは

薄黄色の薄めの紙（触れると割れる状態)。カーボ
3.1.3.4外観

ン使用（黒。薄いものあり）と考えられる。表側の

冊子状。冊子は榿色の紙ホルダーに挟まれていた

文字は薄くみづらい。Ｐ､107,108部分に漢字あり。

(ホチキスあり）。裏表紙とホルダーの問に肖像画。

インク焼けのように本文にかかっているが，文字写

裏面黒インク，鉛筆書き込み（水濡れシミ，茶色シ

りと判断（文字付近の綴じ側本紙茶変色)。後の書

ミ，欠損，クリップサピ付着)。厚紙に貼付したま

き込みと思われる鉛筆書き込み。貼り紙。水濡れシ

まほかの場所から剥がされたとみられる紙片が付着

ミ，茶色シミ，フォクシング，亀裂，著しい欠損。

していた。

虫損のような欠損。縮れたようになっている箇所，
黒い粒状の付着物がある。

3.143冊目（1852年～1853年）の所見
3.14.1表・裏表紙

1枚を半分に折り本紙に被せている（濃い茶色の

厚めの洋紙)。墨による書き込み。貼り紙２枚，水

3.1.65冊目（1854年）の所見

3.1.6.1表・裏表紙

1冊目から４冊目までと異なり，白く新しい洋紙
6１
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１枚を半分に折り，本紙に被せている。本紙側の綴

を充填して紙の強度をよみがえらせることができ，

じに同様の紙をセロファンテープにより貼付。黒

本紙の厚みが修復前とほとんど変化なく，しかも，

ボールペンによる書き込み。

両面に情報がある紙の裏面を損なうことなく修復す

ることができる，高度で特殊な修復技術であるリー
3.1.6.2綴じ状態

半分に折りノートのように糸綴じ（黒色)。紺色
の糸がちぎれ数か所に挟まれていた箇所や結び目部

分残り。これらは元の綴じ糸と推定。

フキャスティング（leafcasting，漉き嵌め）法が採
用された。

リーフキャスティング法は，良質の紙繊維を水に
溶かして紙漉の原理により欠損や余白などの箇所に

だけ繊維が充填され，余白は本紙の外側に枠のよう
3.1.6.3本紙

に嵌めこまれる。これが，「漉き嵌め」の語源であ

簿黄色の薄めの紙（触れると割れる状態)。青み

る。充填する紙繊維は，楮（こうぞ。クワ科の落葉

がかっている頁あり。冊子後半部は文字なし。

低木)，三樋（みつまた。ジンチョウゲ科の低木)，

P､198Ｅのみ文字あり。カーボン使用（黒。薄いもの

雁皮（がんぴ。ジンチョウゲ科の落葉低木)，パル

あり）と思われる。表側の文字は薄く判読しにくい。

プなどを史料に合わせて種類や繊維の長ざを選択

下部ぎりぎりに文字。黒インク（インク焼け)，後

し，場合により調合して使用する８１。リーフキャス

の書き込みと思われる鉛筆書き込み。挿入紙。茶色

ティング法により新しく漉き嵌めされた箇所の本紙

シミ，フォクシング，亀裂，著しい欠損。水濡れシ

と欠損・余白等の部分の境目は，充填繊維の絡みに

ミ，虫損のような欠損，汚損，シワ。

より結合するために，本紙との厚みの差がなくなり，
境目に触れても違和感のない仕上がりになる。

3.16.4外観

冊子は薄茶色の厚紙（市販のホルダー）に挟まれ

リーフキャスティング法は，1956年にモスクワの

レーニン図書館（LeninLibrary，現在のロシア国

ていた。鉛筆の書き込み。

立図書館RussianStateLibrary）が，損傷した資料

3.2修復処置

製作しており，また，1958年には，レニングラード

の修復のためにリーフキャスティング用すき枠，)を

ベッテルハイム史料は，沖縄関係貴重資料修復保

存作業の発注仕様書に基づき，修復直前の2006年

(現在のサンクトペテルブルグ）のサルティコフ・

１０月２８日，特に傷みの激しい箇所を中心に写真に

シチェドリン図書館（StatePublicSaltykov‐
ShchedrinLibrary，現在のロシア国民図書館Russ‐

収められた。

ianNationalLibrary）が，水流によってパルプを本

その後，史料は，既存の補修紙が慎重に剥ぎ取ら
れ，解体され，クリーニングきれた。文字が書かれ

紙の穴になった部分に充填する方法を開発'0)するな

ど，幾多の取り組みの中で実用化されている。

ている破片が搬入時に既に混在していることが判明

リーフキャスティング法には，水頭差（入れ子状

したため，すべての冊子と照合して可能な限り元の

の大小の水槽の水圧の差を利用し，大小の水槽を引

位置に戻した。

き離そうとしたときに生ずる吸引力）による自然吸

劣化状態などの調査の結果，表紙および本紙が脆

引方式とサクションポンプ（吸引装置）で下方から

弱しているため，すぺてのページに修復用国産極薄

吸引する強制吸引方式の二つの方式がある''１が，本

和紙による全面補強を行うとともに，修復は，すべ

件ベッテルハイム史料は，枚数が多く，一貫性のあ

てリーフキャスティング（漉き嵌め）法により行う

る史料であることに配慮するとともに，より均一な

こととした。

仕上がりを目指し，水頭差による自然吸引方式によ

最後に，脱酸性化処置を行い長期保存に適した
中`性紙保存ホルダーを作成して収めた。

る修復とした。

これらのリーフキャスティング法は，本紙と漉き

嵌め部分の接合は繊維の絡みや凝集によるものであ
3.3リーフキャスティング法

り'2１，糊を使用していない。糊を使うことの欠点が

ベッテルハイム史料は，虫食い，亀裂，著しい欠

ないことは，リーフキャスティング法の利点といえ

損などがあるなど重度の劣化が進んでいるうえに，
当時のカーボン紙での記載であるために，表の文字
は，色あせて薄くなり，裏側の文字（逆像）が残る

る。したがって，糊を使用しないため，霧吹きなど
で湿らせると，簡単に漉き嵌めきれた箇所を外すこ

という特殊な状態であった。

の修復の際に本紙に負担をかけることなく，作業を

そのため，紙漉の原理で欠損部のみに修復用繊維
6２

とができる（これを「可逆`性」という）ため，後世
することができるのである'3」M５１。
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なお，本稿で取り扱ったリーフキャスティング法

の範糯には入らないが，主に紙力が低下している史

料に裏面から国産の修復用極薄和紙（3.59/ｍ２）を
用いて補強する際には，糊が使用される。この場合，
小麦粉から抽出したデンプン糊で正麩糊という表具
など伝統的に使われている糊と同様のものが使用さ
れる。また，デンプン糊の種類別に修復の度合いを
探る研究161もなされている。

3.4修復成果

リーフキャスティング法により， ベッテルハイム
史料は，次のようによみがえった。 本稿では，四つ

図３２冊目処置前書き始め頁

の事例を取り上げることとする。

E蕊

この状態が，処置により，図４のようになる。

図４２冊目処置後書き始め頁

図１１冊目処置前裏表紙右開き

まず，図１は，1冊目の裏表紙をめくってすぐの

状況である。亀裂，欠損，シミが見て取れる。触れ

図５は，３冊目の表紙をめくってすぐの状況であ

る。シミはもちろん，汚損，欠損や損壊も各所にみ
られる。綴じの状況もよく分かる。

ば砕けてしまうような状態である。

この状態から，実際に修復されたものが，図２で
ある。

図２１冊目処置後裏表紙右開き

次に，２冊目の表紙をめくって右側の書き始めの
頁をみる（図３）。左側の表紙裏の部分は劣化がか

図５３冊目処置前表紙左開きすぐの頁

この状態のものが，リーフキャスティング法に
よって図６のように処置された。

なり進行している。両頁とも，シミ，汚損，亀裂，
穴ほかの欠損が見られる。

6３

ベッテルハイム史料の修復と機関リポジトリでの公開の方法

なお，ベッテルハイム手稿の文面そのものではな

いが，ベッテルハイムの行動を琉球王府の側から観
察した琉球評定所記録'7)なども，ベッテルハイムを
理解する上で手がかりとなる。

4．機関リポジトリでの公開の方法
4.1機関リポジトリ

昨今,学術情報コミュニケーション基盤の整備は，
世界的な，大きな流れになっている。文部科学省科
図６３冊目処置後表紙左開きすぐの頁

学技術・学術審議会学術分科会は，学術,情報基盤の
今後の在り方について研究環境基盤部会学術情報基

最後に４冊目の例についてみてみる。

盤作業部会を設置して検討を進め，2006年３月２３
日，報告書をとりまとめた。この報告書には，高度
の専門性・国際性を持った大学図書館職員の確保・

育成が必要であること，大学図書館が大学の情報戦
略についてイニシアティブを発揮することが重要で
あること，大学の研究成果等を積極的に発信するこ

とは学内の教育研究活動を活性化させるだけでな
く，我が国の学術情報の円滑な流通や社会貢献の観

点からも重要であること，大学の知的活動が組織や
国の枠を超えて展開するようになっていることか

ら，大学図書館が相互に協力するのみならず，館種，
国境を越えて協力し，情報資源の共有を積極的に展
図７４冊目処置前右側綴じ目付近に漢字が見える頁

開することも必要であること's)，などの特徴的な分
析と提言が盛り込まれた。

まず，図７は，「3.1.54冊目の所見」に記述さ

機関リポジトリ（institutionalrepository）とは，
機関内の（institutional）収納庫（repository，天然

れている，右側綴じ目付近に漢字が見える頁の部分

資源・知識・情報の宝庫）の意味をもつ，大学や研

である

究機関などで産み出された教育研究成果などを組織

この状態のものが，リーフキャスティング法に
よって図８のように処置された。

的に収集し，蓄積し，配信するための仕組みである。

大学等の教育研究業績や大学等の保有する教育研究

あるいは文化資産などを可能な限り電子化し，その
電子資源を，大学等の機関の業績として網羅的に世

界に向け公開し，新たな学術情報コミュニケーショ

ンを生み出そうとすることは，世界的な潮流となっ
ている。

4.2公開の方法に関する考察

貴重史料を収集し，修復し，保存すること，そし
図８４冊目処置後右側綴じ目付近に漢字が見える頁

てデータベース化することは，大学図書館では，従
前より積極的に取り組まれてきたと考えられる。
しかし，文部科学省科学技術・学術審議会研究計

画・評価分科会情報科学技術委員会のもとに設置さ

以上，修復事例として四つの例を見てきたが，欠
損部分が大きい場合には，その部分について，ｓec‐
ondcopy等の所蔵が他の図書館等で確認されてい

るものについては，それらを慎重に照合することで，
ある程度の文面の復元を行うことができるだろう。
6４

れたワーキング・グループが，「十分に活用されて
いないデータベースがあるという指摘がある」こと

や，「研究者等が有する学術情報を，メタデータ等
の二時`情報を付与して体系的に発信することは重要
である」こと'９１を，あえて指摘しなければならな
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かつたことを考え合わせると，貴重史料の修復，保
存および電子化の課題が垣間見えるのではないだろ
うか。

このことから，貴重史料の電子データを公開する

際には，可能な限り，修復前の画像と修復後の画像
を併せて公開するのが，より適切と考えられる。

この課題の解決への一助として，現在，全国的に，

図９は，琉球大学学術リポジトリのアイテムレ

あるいは，世界的に精力的に進められている機関リ

コードの例20)である。「琉球大学学術リポジトリ年
度報告2006-2007」１件の中に，登録ファイルが２
点（ファイル）あることを示している。

ポジトリを，何らかの形で活用できないかを検討す
ることが，本稿執筆のねらいである。
そこで，本節では，貴重史料を機関リポジトリに

搭載し，公開に当たって採るべき方法について考察

翻騨・《釘・蝋|鰯錘

きる。修復の進め方については，その一例を前３章
において実例を用いて示した。

琉球大学学術ﾘポジトリ
ホーム〆かＷサイI･にっｌｌＴＰｆ＆マゲＷＧｎ屋・趣?HPH鐡広桜舵、１日＜l、、企ﾘロ１日醗夫生沿白企抄
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ム史料の例を参考にして検討することにする。

貴重史料を電子化し，公開するというとき，これ
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までは修復後の画像をマイクロフィルムまたはマイ

クロフィッシュに記録するとともに，ＪＰＥＧ形式や
TIFＦ形式の画像に変換し，目次をつけた形でその

！■：

する。この場合の貴重史料には，修復の必要のない
史料と，修復の必要がある史料とに分けることがで

駒；鍵・鑓壇縫・ｉｊｑＵＢ魁

DUMに

図９リポジトリのアイテムレコード例

貴重史料のホームページを作成するという手続を踏
んでいた。一般の人がその電子化された貴重史料を

ベッテルハイム史料の電子画像は,修復前の画像，

閲覧しようとするときは，まず，その貴重史料がど

修復後の画像（レプリカを撮影したもの）および正

この図書館に所蔵されているか知っていて，次に，

像加工画像の３種類ある。正像加工画像とは，原本

その貴重史料の電子画像が存在し，さらに，電子画

の手稿本文は，逆像（文字を裏から見た像）となっ

像がその図書館のホームページ上からアクセスでき

ており，読みやすくするため通常の文字の状態であ

ることが必要である。たとえ画像がその図書館の

る正像に加工したものをいう。

ホームページから見つかっても，電子化された画像

図９の画面では，登録ファイルが２点で，１件の

に書かれてある文字情報までテキスト化きれてはい

アイテムとなっている。ベッテルハイム史料の場合，

ないので，単純に閲覧することのみしかできないこ

アイテムの形態例は，次の三つの考え方に分類する

とになる。検索ポータルサイトから検索されること

ことができる（なお，図１０から図１３までのリポジ

はまずないため（そもそも検索用データをこれら電

トリ登録形態例は，実際に検討したモデルをより簡

子画像に付与していない)，既に知っている人の目

略化したものである。したがって，記述してある事

にしか留まらないこととなり，これをもって公開し

項は全体の一部であり，内容は検討のために仮につ

たと言い切れるかは疑問が残るのが現状である。少

くったものである)。

なくとも，「広く一般に公開した」とはいえないだ
ろう。

まず，一つに，修復前の画像ファイルをすべて登
録して，これをアイテム1件（画像ファイルが何点

さて，ここで，修復が必要な貴重史料を修復し，

あってもアイテムは１件）と考え，同様に，修復後

電子化し，公開しようとするとき，公開するのは修

の画像ファイルをすべて登録して，これをアイテム

復後の電子画像だけでよいかということが検討課題

１件と考え，同様に，正像加工画像のファイルをす

の一つである。

琉球大学が，ベッテルハイム史料の修復完了を知

べて登録して，これをアイテム１件と考え，合わせ
て３件とする考え方がある（図10)。

らせるために記者発表を実施した際に，記者が求め
たものは，各社とも修復前と修復後の原本の比較
だった。より詳しくは，修復前に撮影した当該原本
の画像と，修復された原本の当該箇所との比較であ

る。修復の困難さを理解した上で，新聞各社，テレ
ビ局各社は，報道した。
6５

ベッテルハイム史料の修復と機関リポジトリでの公開の方法
Ｕｎｉｖ巴zsh5rofdxeRyuLqrusREpoBdmⅡｙ＞
教育W稜随殿害＞
附属図書館＞
沖縄関係コレクション＞

ベヅテルハイム｢手稿日記･公文書I噺＞

Title：ベヅテルハイム手稿日記･公文書簡修復前

Auth画：BetrenleiエュＢｅｍａｪdJem18U-1870
AbstraD[：Ｂ臼尤dheimbJourmlandLe囮[ersMamlscodpta

Rights：copy】自画ﾕt2007,Ｕ泣睡画m7ofrheI､u】可usUbraｴ断
（Anri甑tsreserKもdNopaｴtofthisaemayberepmCmced，
sto死dinaz巴triETalsJ宮6embortmnsmmedLinanVfbzmor

byanymea画,wiXhoutthepriorpermissdpmnwriKingofthe
Um“ｴﾖi虹roftheRym1可uSUomｴｺﾊﾞ）

Relation:InCOnectiDgl:BetZenxejmbJcmnala錘Lefbers、

Access：Locationofon由arUmv巳z３．口rofrhe珈此EWSL2braｴyFuesmT1nsltem：
．．・・Ｊｐｇ

Umvez日国幻rofd1eRyu】qrusREpoBdpomy＞
教育研究随殿篝＞
附属図書館＞
沖縄関係コレクション＞

ベヅデルハイム手稿日記･公文書簡＞

Tiue：ベッテルハイム手稲日記･公交書簡修復前１冊目
Author:BettemEimBemaZdJea』L18U･l870

AbstmbじBetbeLeim窓Jourmalandl妃Rb画sMamlscｺｶpta

Ri国ﾕts：copy泣威ﾕt2007,Ｕｴﾎ℃z日i句roftheIhmlWsUraｴｺﾊﾞ
（AUriゆtsz巳sermCLNopaｴﾋofdlis団em8Ube…mdhmed，
sto正djnamtriev31sy日Cemprtl田nsmikCedinanyfOxmor

byanymea型wmloutt蛇IZiorpermissiQnmwrilingofthe
Umvezsi回roftheRyulUus1」bmz醜）

Relaticn:InConBcdm:Betten1dm宮Jα』malamI錘beZs、

ＡＣ〔淫ss：Locationofon血a】;Uniw巴r3i口roftheI趣1iK3usUbra｡qrPIlesinnnsIbem：
・・・・Ｊｐｇ

.．．・Ｊｐｇ

・・・・ＪＰｇ

・・・Ｊｐｇ

・・・、Ｊｐｇ

図１２リポジトリ登録形態例３－１

図１０リポジトリ登録形態例１

二つ目に，1冊目，２冊目，３冊目，４冊目，５
冊目をそれぞれアイテム１件とし，合わせて５件と

するもの，たとえば1冊目のアイテムには－冊目の

修復前の画像，修復後の画像，正像加工画像をすべ
て登録するという考え方である（図11)。
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図１１リポジトリ登録形態例２

98点，正像加工画像97点となっている。２冊目に

ついては，修復前の画像49点，修復後の画像118点，
正像加工画像118点。３冊目については，修復前の
画像17点，修復後の画像120点，正像加工画像１１９
点。４冊目については，修復前の画像29点，修復
後の画像176点，正像加工画像174点。５冊目につ

三つ目は，修復前の画像を１冊目から５冊目まで

各１件，アイテム５件とし，同様に，修復後の画像

いては，修復前の画像１８点，修復後の画像206点，
正像加工画像206点となった（表１）。

も１冊目から５冊目まで各１件，アイテム５件に，

表１作成した電子画像の点数

正像加工画像も，1冊目から５冊目まで各１件，ア
イテム５件として，合わせてアイテム１５件とする
考え方である（図12,図１３)。

正像ｶﾛｺ丘
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前章の修復の成果の例からも分かるように，修復
前の画像と修復後の画像は，１対１に対応していな

画像ファイル数はまだ多いが，前二者に比べ，妥当
の範囲内と考えられる。また，－つ目の考え方と同

い。修復前の画像は，劣化等の状況が分かるような

様，修復前の画像，修復後の画像，正像加工画像の

記録となるよう撮影されたものであり，すべての頁

どの画像タイプを利用者がよく閲覧しているかとい

を網羅させることよりも，特定の部分についていろ

うことが分かるようになり，利用者のニーズを把握

いろな角度から撮影したものとなっている。

しやすい。

修復後の画像と正像加工画像もまた，完全にｌ対

このような検討結果をもとに，ベッテルハイム史

１に対応していない。１冊目，３冊目および４冊目

料は，三つ目の考え方を基本として，琉球大学学術

の正像加工画像の点数が，修復後の画像のそれより

リポジトリに搭載されることとなっている。

少ないのは，修復後の画像のうち記入がない頁を除
いていることによる。

なお，いくつかの機関リポジトリにおいて，アイ
テムレコードの記述のみで，ファイルをリポジト

このベッテルハイム史料の電子画像の状況から－

リ・サーバに置かずに公開している例が散見される

つ目から三つ目までの考え方を検討すると，まず，

が，そうするとそれは単に検索ポータルと変わらな

－つ目の考え方の場合，修復前アイテム１件に登録

くなるので，「リポジトリ」（repository，貯蔵庫）

される画像ファイルは149点，修復後アイテム1件

とはいえないと考える。そのため，本稿において，

に登録される画像ファイルは718点，正像加工画像

このような例を登録形態に含めることは除外した。

アイテム１件に登録される画像ファイルは714点と
なる。アイテム１件に登録されるファイルとしては

多すぎ，閲覧には向かないと考えられる。ただし，
アクセス解析する際には，利用者がどのアイテムを

5．おわりに

ベッテルハイム史料を題材として考察を加えてい
くことで，次のようなことが明らかとなってきた。

より多く閲覧しているか，つまり，修復前の画像か，

第一に，大学図書館員として，貴重史料とその修

修復後の画像か，それとも，正像加工画像かという

復方法や保存方法について積極的に知識や技術を身

ことが分かるようになり，利用者のニーズを把握し

につけると，世界がより広がることである。

やすいという利点がある。

第二に，公開についてもいろいろな方法があるの

二つ目の考え方の場合，１冊目に登録される画像

で，地域特性なども考慮するなどして死各館が工夫

ファイルは修復前36点，修復後98点，正像加工画

を凝らして実現きせていくことなども大切であるこ

像97点，合わせて231ファイル。２冊目に登録され

とである。

る画像ファイルは修復前49点，修復後118点，正像

第三に，検索用データの整備に努めるとともに，

加工画像１１８点，合わせて285ファイル。３冊目に

機関リポジトリを有効に活用することもまた考慮す

登録される画像ファイルは修復前17点，修復後120

る価値があることである。

点，正像加工画像119点，合わせて２５６ファイル。
４冊目に登録される画像ファイルは修復前２９点，

修復後176点，正像加工画像174点，合わせて３７９

本稿が，貴重史料の今後の修復保存や機関リポジ

トリの運営の際の何らかの参考になれば幸いであ
る。

ファイル。５冊目に登録される画像ファイルは修復

前18点，修復後206点，正像加工画像206点，合わ

謝辞

せて430ファイル。これも，アイテム１件に登録さ

本稿の執筆に当たり，琉球大学附属図書館情報

れるファイルとしては多すぎ，閲覧には向かないと

サービス課情報サービス企画係長の上原孝氏より

考えられる。しかも，１冊ごとに１アイテムとなる

ベッテルハイム史料の修復についての貴重な情報

ため，利用者のニーズが修復前か，修復後か，ある

を，また，機関リポジトリについての考察には，同

いは正像かといった解析はできなくなる。

課情報サービス企画係の伊波ひとみ氏より重要な助

三つ目の考え方の場合，修復前の画像１冊目３６

言を賜りました。ここに記して深い謝意を表します。

点，２冊目４９点，３冊目１７点，４冊目２９点，５冊
目１８点で各１件，アイテム５件。同様に，修復後
の画像も１冊目９８点，２冊目118点，３冊目120点，

４冊目176点，５冊目206点で各1件，アイテム５
件。正像加工画像も，１冊目９７点，２冊目１１８点，

３冊目１１９点，４冊目174点，５冊目206点で各１
件，アイテム５件。この考え方でも，１件当たりの
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TAKAHASHI, Teru
Restoration of Bettelheim's Journal and Letters and their release patterns with the institutional repository
Abstract: This paper reports on the significance and methods of restoration of the manuscript journals
and letters in the Bettelheim collection held by University of the Ryukyus, undertaken with funding from
the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. The author also considers various
methods for releasing these rare materials within the institutional repository.
Keywords: historical rare materials / Bernard Jean Bettelheim / restoration / leaf casting / institutional
repositories / retrievable data / meta data
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