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はじめに
これは斉藤の個人史であり、私的な研究の足跡を綴ったものである。このような雑文を最後にして
足跡を滅し去って跡を残したくはないという願いもある。わが身を振り返るとかつて瞼に浮かんだ未

来の姿が形を整えた。この歳になりようやく私が経てきた人生の時間が見えてき
た。まだ生臭く欲深さが残る。ありのままの自分を受け入れることの難しさを痛
覚する。人生80年とすれば残された時間はあと10年。そこにあるのは老いと死だ
けである。もはや研究生活などありえないだろう。何をやりたかったのか。哲学
だったのか。私は自身の教養の確立という目的のため、哲学に源流を求めた。も
しかして歴史だったかもしれない。図書館の歴史、情報の歴史、知識の歴史など、
歴史そのものではなく歴史にみる情報だったのか。まず、これまで２４年間にわ
たる私の研究を御支援いただいた中央大学に心より感謝したい。その生涯最良の
歳月を中央大学において研究教育に没頭できたことに満足している。

( 写真1 斉藤のプロフィール)

そして私を産み育ててくれた母親(トミ)に深く感謝する。1942年の激動の時代の中国で誕生し、敗
戦の混乱期を守り続けてくれた母親の愛情を忘れない。敗戦後の焼土と化した日本に引き揚げてきた。
小さな私の手は母親にしっかりと握られて、破れたリックサックを背に担いで歩いていた。辿りつい
た母の実家の富山市はB29の空襲で全市まる焼けであった。焼け焦げた黒いトタン板をよく覚えてい
る。東北の被災地で見る一面に広がる惨たらしい光景は、私の幼い頃の記憶と重なった。2011年の夏
は灼熱の太陽の下、宮城県の多賀城に始まり石巻そして気仙沼まで、３ヵ所の被災地でボランティア
として汗を流した。石巻専修大学キャンパスの芝生でテント生活を送った。そこには世界中の若者か
ら老人までが集まっていた。泥水に浸かり悪臭のする家屋の掃除、津波に流された牡蠣種を入れるホ
タテ貝の整理、ボランティアの仕事は様々であった。何か体力で支援できればという私の願いが実行
できた。年寄りの微力な支援によるものであるから大した成果は表れなかったが、貴重な体験となっ
た。
さて生まれは、１９４２年で、場所はおとなり中国山東省の青島である。青島ビ－ルで有名な町で
あり、１９１９年まではドイツの租借地であった。その青島には５歳までいたが、思い出はほとんど
残っていない。愛犬シェパ－ドと一緒に彼のセンメンキに入った餌をガツガツと食べたこと、中国人

の反日デモ隊を赤煉瓦の壁の裏から、恐ろしそうに眺めたこと、日本が負け、冷
たい煉瓦作りの収容所に入れられ不安な毎日を過ごしたことなど惨めなことばか
りである。楽しいことは自宅の隣に住んでいた白系ロシア人からラスクと呼ぶ美
味しいお菓子をもらったことや、親切な私の子守り役のク－ニャンのお乳が大き
く、なま暖かだったこと、これらが私の中国での幼児期体験である。是非とも、
青島に行き、生まれた家やドイツの砲台、青島神社の跡、真っ白な日本の病院船
が沖に泊まっていた、あの真っ青な青島の海を眺めてみたいものである。

(写真2 4歳の頃 中国青島で)

自然をこよなく愛した。美しい日本の自然は深い感動を与えてくれる。その感動の波の中から、常
に何かをつかみとり、それを私の研究への足がかりにしようと心がけた。私はガーデニングが趣味で
あるから、英国の田園風景が大好きである。なかでも魅きつけてやまないのは湖水地方の田園やコッ

1



ツウォルドの家々の庭である。英国人はいつの間にか田園に引
き寄されていくという。ロンドンなどの大都会で生活しても、
老後の夢は心の古里である田園で暮らすことである。田園は人々
の魂のよりどころであり、精神的な治癒力があると思う。壮大
な田園とその自然に浸ることはかけがえのないことだ。
(写真3 農業を楽しむ)

日本に生まれてよかったと私は熱く思う。『故郷』を歌ってい
るうちに日本の山河が浮かんでくる。日本の原風景である。こうした景色を見ながら私も大人になっ
た。緑豊かな里山に恵まれているのは日本だけである。確かなことではないが、日本は緑化された地
域、すなわち森林と野山の領域は森と湖の国といわれる北欧フィンランドに次いで世界第二位である
という。広大なロシアでもなく、豊かな森の続くカナダでもない。アメリカ合衆国ではロッキー山脈、
アパラチア山脈などに沿って緑が続くが、残りの多くは荒野に過ぎない。中国となると砂漠化が進ん

でいる。
日本の素晴らしい里山からの恩恵に感謝しているが、一
方では地震や津波、台風などにみる自然に対する畏怖の念
も抱いてきた。私の大好きな自然は、「万巻の書を読み、
万里の道を行く」という名人の言葉を実現する場である。
とても万里にも日本100名山登頂にも及ばないが、山々の
旅を研究教育の間に楽しんできた。海外の自然も堪能した。
2010年にはヒマラヤ街道を10日間も歩き、神々の座エベ
レストの姿を眺めることができた。私にとって登山と園芸
農耕による自然との融合は、研究活動の源として機能した。

(写真4 エベレスト街道を往く)

1 研究教育の足跡
私は、1964年に初めてコンピュータに触れて、プログラム言語に陶酔し、その進化に夢をふくらま
せて企業に就職した。そこで情報システムの開発を経験した後に大学教員として教育研究を始めた。

教員を始めた当初、大学の使命は、教育と研究にあることを十分に認識
していたのであるが、研究について軽く考えて、教育だけに熱中してい
た。当時の私は、ICT企業のシステム・エンジニアとしての現場経験、
それに基づく情報教育を大学から求められたことに有頂天になっていた。
それまでの私の教育は、企業経験という過去の物語を切り売りしていた
だけだった。懺悔しながら振り返ってみよう。
(写真5 情報処理教育を行う)

1.1 中央大学文学部社会情報学
この社会情報学の名前はなかなか素晴らしいと思う。ただ内容
は今だに社会学なのか情報学なのか、その二つ融合したものなの
か、まるで新しい学際領域なのか、1990年の誕生以来悩みぬいて
きた課題である。その創設の経緯は後述するとして、私の担当す
る記録情報学について触れる。1993年であったと思うが最初の斉
藤ゼミの卒業生が誕生した。なかなか人気のあるゼミであり、優
秀な学生も多かった。私のゼミも普通の授業科目も全てWebに掲
載した。中央大学で最も早くからインターネットを使いこんでいたと思う。(写真6 ゼミ講義の様子)
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あまりにもゼミ希望者が多すぎてしまい、テーマを絞り込むことを考えた。同時にICTに関するテー
マだけではあまりにも軽薄であると反省した。カリフォルニア大学から帰った2003年からゼミのテー
マをがらりと変えた。
当時、このようにゼミを紹介したのである。私のゼミは、記録情報学の理論を研究する。知識と情
報を記録してきた「本」の歴史、そして人間の知的活動をいかにして形式化と明示化(オントロジ)を
行うのかという抽象的な話題を扱う。記録情報学は、宇宙のように遠大な情報と、それを取り巻く人々
の知識について研究する。その応用は、社会の様々な分野までに及びものである。記録情報学では、
「理論形成」とそれを実践できる「情報技術」が重要である。ただし、理系的な技術ではなく、哲学、
論理学、歴史、文学、言語学、意味論、数学、心理学、社会学などの人文科学に基づくもので、なに
よりも、人間の情報・知識の表現と獲得、むしろ欲望とでも呼べるような人間の情報感性を研究対象
にする。
するとたちまちゼミの希望者は激減した。毎年数人になり、ついには１人という結果になった。しか
し喜ばしいことに優秀な学生ばかりで大学院に進学し、今では他の大学で教員になった学生もいた。
卒業生の多くはIT企業でシステム・エンジニアとして活躍している。愛知淑徳大学で「テクノレディ」
と称したITの女性戦士は中央大学でも生まれたのである。

1.2 慶応義塾大学大学院図書館情報学
その大学院の第一期院生として入学したのが１９６６年である。世相はベトナム戦争が激化し米国

による北爆開始のニュースに揺れ、中国では文化大革命が開始されていた。独り日本だけ夢多き平和
を満喫していたことになる。１９６９年には日本の国民総生産が世界第二位になった。当時の音楽は
何といってもビートルスだろう。私が好きだったのはヘイジュードだった。この曲を口ずさみ徹夜で
修論を書上げた。まさに黄金の６０年代に大学院で学んだ。たしかに豊かな時代だった。私は大学院
生の分際で真っ赤なブルーバードに乗り、世田谷烏山の下宿からアルバイト先の四谷医学部図書館や
三田キャンパスに通っていた。

図書館情報学を選んだ動機は、図書館というものが知識を分類する機構であると解釈したことによ
る。もともとは数学、論理学、哲学という純粋科学に陶酔しており、所謂ゲーデルやヴィトゲンシュ
タインの世界に進みたいものと夢見ていたのであるが、そのようなものでは生活の糧を得ることもで
きなく、生涯を委ねるものではないという親からの忠告もあった。就職難であった当時の世相も影響
して、しかたなくプラグマティズムの領域を模索していた折に、図書館学(藤川正信先生)にめぐり会
うことができた。

図書館学における技術論の中では、かの有名なランガナータンの分類法に興味を覚えた。それが知識
を分類するに等しいものであること、従来の図書分類に用いられていたアリストテレス・ベーコン流
儀の古典的十進分類法では主題記述の能力に限界があり、それに代わりうる分類を数理的に提案して
いた。そのファセット分類というものは、なかなか知的興奮する内容であり、これがあるならば図書
館から知識や情報とは何か研究できると判断した。そうなると図書館は、私にとって情報というもの
を分類するシステムであり、そのためのアルゴリズムを確立する場所に思えた。これはデータ意味論
や情報の可視化技法の研究に等しいものであり、やがて私のまわりに登場したコンピュータが、その
モデルを実現する道具になった。大学院の夏合宿では、車を５台連ねて裏磐梯の民宿に行った。先頭
車は藤川先生の真っ赤なブルーバード３Ｓで、その次は私の車であった。予約した藁葺き百姓家で、
崩れかけた泥壁が印象に残っている。合宿中は連日の豪雨で一歩も外出できなかったが、何を研究発
表したのか覚えていない。研究テーマに関しては大らかだったが、誰もが情報とコンピュータに興味
を持っていた。
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1.2 慶応義塾大学医学部北里記念図書館
アルバイト先の慶応義塾大学医学部北里記念図書館（津田良成先生）における私の仕事はコンピュー
タと共に始まり、１９６７年には情報検索システムの設計と開発を行うまでになった。あの頃の工学
部（浦昭二先生）におけるコンピュータは、アセンブラとそのマクロ言語しかなく、特に非数値処理
のためのソフトウェアは貧弱なものであった。私が注目したのは、Ｈ・Ｐ・Luhnが提示したＫＷＩＣ
索引やキーワードの相関係数に基づき主題分析を行うものであった。そしてＧ・SaltonのＳＭＡＲＴ
システムなどの先行研究を模倣して情報検索システムを開発した。
当時のコンピュータの入力は、パンチカードで行っていた。新設された大学院ではカードセレクタ
装置と呼ぶものを購入した。これはパンチではなく鉛筆によってマークできるＯＭＲだった。それは
コンピュータではなく、ソータと呼ぶ機械式検索マシンであったが、三田の文系大学院に導入された
のは画期的なことであった。ユニタームやコーディネートインデックスと呼ぶ検索方式の実験には大
変重宝したものである。当時のコンピュータは小金井の電算センターにあるＴＯＳＢＡＣ３４００で、
プログラム言語はアセンブラとＦＯＲＴＲＡＮしかなかった。
私は病理学における用語の統計的調査[文献4]に熱中していたので、頻度分析や相関計算のためにコ
ンピュータは不可欠なツールであったからだ。徹夜の連続であり、コンピュータの空き時間を求めて
全国行脚したものだった。それは東芝の支援によるもので、パンチカード２万枚を抱えての移動だっ
た。東芝と私の縁組はこの時に始まった。まさに産学協同の先駆けといえるものだった。目的は、医
学部北里記念図書館の津田先生が推進されたもので米国国立医学図書館（ＮＬＭ）のMEDLARS を日
本に導入することだった。そのプロジェクトに参画できた喜びは忘れられない。情報検索システムと
いうものが自分の手の届くところにあり、その仕組みについてコンピュータを通じて理解できたから
である。大学院も楽しいが、それにも増して四谷の医学部図書館と東芝電算センターにおける仕事が
楽しくて、没頭したものだった。その成果は、ALISS [文献9][ 文献12][ 文献20][ 文献22]やIDEAS
[文献27][ 文献33][ 文献38]と呼ぶアプリケーションとして評価された。

1.3 東芝電子計算機事業部
そのような実績が認められ私は東芝に入社することになり、そこで１8年にわたり電算機システム
技術部に所属した。東芝は人材の宝庫であった。故小野弘智氏、故原野秀永氏、故吉村賢謙氏から情
報処理技術の実務を授かった。世界最初の日本語ワープロとDynaBook[文献109]を開発した東芝に
は深く感謝したい。
東芝での私は、データベース管理システムや筑波大学（中山先生）や東大（開原先生）、阪大（古
川俊之先生）などの図書館向け情報検索システム(ALISSとIDEAS)の設計と開発に従事することになっ
た。また、１９７９年頃には人工知能の流行もあって法令事柄検索システムを東京女子大（水谷静夫
先生）[文献16]と共同開発した。東芝における仕事は実に多種多様で、京大（平川先生）、弘前、仙
台、山形（鈴木駒一先生）など国立病院の情報システムの開発もあり、そのために医療データベース
であるＭＵＭＰＳ（若井一郎先生）[文献52]を開発したことも忘れられない思い出である。この機会
が後年2002年になり、カリフォルニア大学のWalters先生による客員教授の招聘につながった。MU
MPSは若井先生の親友であるWal ters先生が国際的に推進努力されていた医用言語であったからだ。
MUMPSに関して医学情報の国際会議[文献57]で発表し、米国では病歴情報[文献55]の規格認定など
で活動した。

1.4 愛知淑徳大学
1984年になり、東芝を退職して新設の愛知淑徳大学（小林素文先生）の図書館情報学科へ移り、そ
こから私の本格的な教育界における仕事が始まった。翌年の1985年に学科が正式に開設され、「テク
ノレディ」と私が命名した新入生が約１００名も来てくれた。教育用情報システム[文献87][文献88]
は、当時としては先進的なもので、ＵＮＩＸとＬＡＮによるパソコン接続のクライアント・サーバに
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よる分散方式であった。多くの大学では、コンピュータセンターに設置されたホストによる集中方式
であった。特色は、ハイパーテキストやマルチメディアを教育に取り入れたことであった。４年後に
初の卒業生が巣立ち、その多くが情報産業界に進み、大いに活躍してくれた。その頃に私が描いた夢
は、は図書館機能を完全にコンピュータの中に組み込めないかということであった。これは、ある意
味で、Ｖ．BushのＭｅｍｅｘというモデルを自分自身の手によって実証する試みもあった。図書館シ
ステムの発展を振返ると、間違いなく図書館というサービス機能は徐々にコンピュータの中に組み込
まれていった。その夢は意外にスムーズな方法によって劇的に遂行された。すなわちインターネット
の登場と、その上で展開されるサイバースペース・アプリケーションの成功であった。その一つには

デジタル・ライブラリ[文献80][文献82]も含まれていた。これまで、デジタル・ライ
ブラリの構築には巨大なデータベースとそれを制御できる巨大なコンピュータが必須
のものであると信じられていたわけであるが、それがなんと小型のワークステーショ
ンやパソコンの集合体で実現できることが証明されたのである。世界一巨大なデータ
ベースとコンピュータとはインターネットであった。そして世界一の図書館も米国議
会図書館ではなくインターネットになった。

(写真7 LANのしくみがわる本)

1.5 カリフォルニア大学客員教授
2002年にカリフォルニア大学で客員教授の機会を得ることができた。その地には世界中の研究者と
の巡り会いという幸運が待っていた。

(写真8 バークレイ校のBuckland先生と)

私を客員教授として迎えてくれたバークレイ校のBuckland
教授並びにデービス校のWal ters教授からの数々の暖かい学
術支援に心から深く感謝を表したい。バークレイ校とデービ
ス校では素晴らしい大学図書館が利用できた。

(写真9 デービス校のWalters教授)

概念理論の研究では、図書館の雰囲気や環境が重要である。その薄暗い教会のドームに似た高い天
井には、ギリシャ神話と哲学者の姿が描かれている。またギリシャ語によるソクラテスとアリストテ
レスの言葉がプラネタリウムの星座のように輝いている。天井の四方の壁面には、ソクラテス、ガリ
レオ、ダビンチ、エラスムス、ボルテール、カントなど古今東西の哲学者、賢者、論理学者、数学者、
芸術家、文学者、歴史家など知識の発展に寄与した人々の肖像画や彫刻像がある。その中には歴史を
描いた絵画、哲学の系譜、科学の発展、探検と冒険、発見と発明、分類の歴史など図解も含まれてい
る。それらの絵画にかこまれた空間に、蔵書が並べられた書棚と閲覧机があり、人々は思い思いに読
書をし、知的瞑想に耽っている。図書館というものは、読書・閲覧するというよりは、知的イマジネー

ションを活性化させる場所であると思った。この在外研究の好機を存
分に活用して、私は記録情報学の全体像を描き直し、記録情報学を再
構築することに研鑚できた。
(写真10 バークレイ校の図書館)

帰国後にその成果を２冊の著作『記録・情報・知識の世界』[文献232]、
『意味論からの情報システム』[文献235]にまとめたところ、国内外か

ら反響があり２００８年には韓国から嬉しい知らせを受け取った。この２冊が韓国のオントロジシソー
ラスを開発されている崔錫斗(チェ・ソクド)先生によって韓国語に翻訳されたのである。
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1.6 著作と出版
私の研究人生は、1966年から始まったことになる。それは、先端を行く電
子計算機による自動索引システムの試作だった。課題となったことは情報イ
ンデックスが表す意味の多義性の解決法であり、そこに潜む概念理論の必要
性であった。それから私は、厭きもせず４０数年も同じ概念理論の研究を続
けて来たことになる。概念理論は古典として始末されるものではなく、名前
を変えてオントロジとして先端を行くICTの研究課題となった。ICTの到達点
の中には人工知能の実現が描かれるが、そのためには概念理論の深化を極め
るもことも肝要だからだ。研究の成果は、できるだけ発表出版するようにし
てきた。著作リストに示すとおり1965年～2012年まで252件になった。
(写真11 韓国語に翻訳された著作)

(写真12 著作の数々)

愚作も多いが研究の足跡をたどることを助けてくれる。中央大学在職
中の最新図書は『デジタルメディアの情報インデックスと知識地図の研
究』[文献252]と題するものである。これは概念理論の集大成といえる
もので、大作といえる。その内容が素晴らしいのではなく、図書として
の体裁が素晴らしいのである。おそらく紙に印刷された書籍としては私
の最後の図書となるだろう。電子書籍の時代が本格的に到来して、この

ような図書という紙の書籍も消えていくことになるからだ。多額の学術図書の出版支援を頂戴した中
央大学に心から感謝を表する。 (写真13 デジタルメディアの情報インデックス)

ここからは自慢話になる。初めての図書は、１９８４年にＣＱ出版社から出
版されたもので『パソコンリレーショナルデータベース入門』[文献72]であっ
た。これは愛知淑徳大学に導入したSQLを基にしたもので当時のパソコンで稼
働するRDBMを比較解説したものであった。その頃のデータベース管理システ
ムはGE社のIDSやIBM社のIMSなどのように大型コンピュータで稼動するもの
で網型や階層型のデータ構造を特徴にしていたが、SQLはUNIXの基で稼働する極めてコンパクトな
ものであった。SQLはやがて国際標準のデータベース言語となった。データベース言語の選択と活用
には先見性があったことを今でも自慢している。この最初の図書は好評を得て、続編となり１９８７
年に『パソコンＲＤＢＭＳ比較言語論』という標題で出版[文献94]された。それ以来、図書は４０数

点出版されて最新のものが[文献252]である。
(写真14 リレーショナルデータベース教科書)

図書のジャンルは、プログラム言語[文献85][ 文献89][ 文献92][ 文献93][ 文
献98][ 文献105][ 文献111][ 文献112][ 文献117][ 文献121]とOS(UNIX) [文献
137～文献146]とデータベース[文献89][文献204]及びハイパーテキスト[文献1
18][1文献34]に関わるものとオントロジと概念理論に関わるもの[文献232][文
献 235] [文献242][文献 252]に分類できる。大衆受けするICTの啓蒙書も多数
執筆[文献172 ][ 文献199 ][ 文献210] [文献212] [文献214][ 文献218]した。そ

れらのなかには時代のベストセラー[文献105][ 文献109][ 文献111][ 文献166][ 文献169][ 文献194]
となるものもあった。あの頃はこのような軽薄な書籍で有頂天になっていた。何もかもがバブルとい
う悪酒に酔う時代であった。
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論文であるが学術誌、雑誌など様々であり２００数件になる。その最初のものは
実に思い出深いもので、１９６5年に発表した情報インデックス[文献1]に関わる
ものであった。やがて１９６７年に『索引作業のための自然語処理の研究』[文献
4]と題して大学院在学中に学会誌に掲載されるという栄誉を得るものであった。
研究に関して受賞経験は、法令事柄検索システム[文献16]である。これは数理言
語学の権威であり、日本語辞書の編纂で功績のある水谷静夫先生のご指導による
共同研究の成果であった。MUMPSは医用言語ではあるが、その柔軟な記号処理
機能を数理言語学における連糸操作[文献52]に応用できることも評価された。さ
らに人工知能のprolog[文献93]とも相性が良いことを発表した。

(写真15 電子出版)

2 研究のアイデンティティを求めて
様々な分野が交錯して図らずも学際的な記録情報学へと発展した。では私はいつの頃から記録情報
学を提唱したのだろうか。何故その必要性があったのか。私の研究のアイデンティティを求めるため
だった。その展開は極めて単純なものであり、なぜ私が記録情報学と名付けたのか、その因縁を回顧
するというものである。それは私の研究の原点となったDocumentationという言葉への憧憬から始
まる。Documentationの語源とされるDocumentと似た言葉としてTextがあるが、それ自身では学
術的用語とはならないが、HyperText[文献118]という造語が誕生したおかげで、それと対比される
ことによって、記録情報学的な意味をもつことになる。すなわち、情報の線形性（Text）と非線形性
（HyperText）という「記録アルゴリズム」と呼ぶ記録情報学を解くための重要なキーワードになる
からだ。極めて独善的な解釈にちがいないが、私にとってこのキーワードは、情報から知識の表現、
人間の思考、さらに思想や文化までをメタファするものになる。Documentationとは、もともとTex
t Studiesから始まったものであり、それをHypetText Studiesへ発展させようと試みる壮大なドラマ
であったと思う。１９世紀末にベルギーで誕生したDocumentat ionが、２０世紀になり、米国を中
心に発展し、Information Scienceと名前を変えても、その本質には変化がなく、Document(記録物)
の「記録アルゴリズム」を追い続けるものであった。

2.1 記録情報学の再構築
私が提唱する記録情報学というものは、これと同じものであり、情報とは記録物として可視化でき
る「モノ」とし、そのための「記録アルゴリズム」がDocument Studiesにおけるメインテーマに相
当する。したがって特別に新しい研究領域ではなく、古典的なDocumentati onを再確認し、それを
再構築するだけで明らかになるだろう。
まず、「記録情報」の領域を自分自身が納得のいくまで明らかにしなければならない。
それは当然のことであるが、これまで「記録情報」を説くことだけであったという過去への自戒の念
を込めている。このような「説くこと」から「解くこと」への改心のことを大げさにも再構築と呼ん
だ。
私の課題は、一言でいえば「Document Studies（Documentation）」の構築となるが、正確には、
既にある記録情報学というものを再構築することである。
記録情報学という名称は、中央大学社会情報学の下に私が提唱してきた学問領域であり、どちらかと
いえば日陰者といった存在であった。その誕生は１９９１年に私が中央大学に赴任した時である。当
時、そこには情報コミュニケーション専修と図書館情報学専修という二つの領域が設定されており、
それらが中央大学社会情報学を形成するディシプリンとされた。これは吉田理論に基づくもので、な
かなか巧みに展開されたものといえるだろう。その概要は、1995年に新設された社会情報学大学院の
設置理念として明らかにされている。社会情報学とは、それ自体を１つのディシプリンとするアプロー
チと総合的・学際的なアプローチとの２つを設けて、その組み合わせたものである。具体的には下記
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の４つの部門と１つの支援領域によって教育・研究を行うものをいう。
第１は、社会情報学の基礎理論を扱う部門として社会システムにおける指令・認知・評価の機能を果
たす各種の情報とその社会的な伝達・貯蔵・変換を扱う。
第２は、情報の社会的伝達を扱う部門であり、情報の発信・送信・受信というコミュニケーション行
為を研究する。
第３は、情報の記録・保存・再生という３つの下位部門からなる社会的情報貯蔵を対象にし、図書館
情報学（記録情報学）の学問的伝統を発展させたものである。
第４は、コンピュータ情報処理を扱う部門として情報化社会の技術基盤の中核に位置するコンピュー
タによる情報処理を研究する。そして、諸部門に共通する問題設定・データ収集・データ解析などの
研究を行う。
一見したところでは体系化されたようだが、その中身はパッチワーク的であり、特に図書館情報学の
組み込み方に問題があった。
その問題の要因として、これまでの図書館情報学というものが他の多くの大学でも同じことがいえる
のだが、それが図書館司書を即席養成のために構築されたものであり、職能知識の習得を優先するも
のであるから、学問的枠組みに欠けていることである。
いかにして図書館情報学を社会情報学の中に組み込めるか、その後の1995年になり開設された日本初
の大学院に対応できる魅力ある高度な研究領域として確立するか、その問題解決が私の願いであった。
それにはまず、“名は体を現す”といわれるように名称による威力は重要であり、新たに作り出す必要
があった。情報学、情報科学、情報管理、知識情報学、文献情報学など多くの大学でも思いつくよう
な月並みな名称が続々と思い浮かんできた。
ユビキタス時代ともいえる高度情報化社会の本番を迎えており、もはや情報という名称の斬新感がな
いということであった。なにもかもが情報を扱うのが当たり前という時代だからである。例えば、情
報学を考えてみると、その曖昧性によって、その定義に苦慮することになる。また、情報科学とする
と、“Information = Computer”という物理的アプローチによる先入観をさらに助長すると思える。

どこでも同じことであるが特に日本では、歴史的に見るとこの両者を同
一視する傾向がある。ちなみに、米国では、情報学がInformation Stu
diesに、情報科学がInformation Sciences にそれぞれ対応する。また、
コンピュータによる情報を扱う技術・工学・科学は、Computer Scien
ces やComputer Engineeringと呼ばれている。
私が考えた名称は、「記録情報学」というものであった。その定義はき
わめて単純なものであり、「記録」とは、内容、媒体、理論、技術など
を伴うものであり、その範囲において取り扱うことのできるものが情報
であるというものである。そして、この記録情報を対象にして、「哲学
する（理論）」「科学する（実証）」「実践する（技術）」という学問
的展開が記録情報学である。

(写真16 記録・情報。知識の世界)

2.2 ユビキタスとオントロジ
ユビキタスとオントロジは、どちらも哲学のユビキタス(Ubiquitous ラテン語による神の存在論)と

オントロジ(Ontology ギリシャ語の語源よる人間の存在論)であり、IT社会で蘇った概念といえる。
この混沌とした世界では、神や人間の存在について自問する時間が必要なのかもしれない。ユビキタ
スとオントロジは、コンピュータと情報が日常のものになったことを表す。次のセマンティックス(S
emantics)は、意味論と訳され、文字通り「意味」を問うが、これがIT社会ではセマンティック・ウェ
ブ(Semant ic Web)と称し、電子情報のために意味を理解できる情報システムとして注目される。セ
マンティックスは、情報の意味を表す。私の研究は、ユビキタスという透明化される情報システムと、
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オントロジという人間との知識活動の意味作用について論じたものであった。
その視点は、両者のインタフェースとなる「情報システムの意味」のあり方の
考察である。要約すると、次の3つのキーワードによって表される。
(写真17 意味論からの情報システム)

ユビキタス 透明化される情報システム
オントロジ 概念操作を行う人間
セマンティックス オントロジに基づく情報システムの意味論

先にも述べたが私が、電子計算機と呼ばれていた昔のコンピュータに初めて触
れたのは1965年である。アセンブラ言語によってKWIC索引のプログラムを作るためであった。その
プログラムは、医学文献の標題に現れるキーワードを抽出し、標題の文脈中にキーワードを残すこと
によって意味を定めるという自然言語処理を行うものであった。私は、情報検索システムの開発の立
場から、言語が示す情報と意味について研究を始めた。その頃のコンピュータは、まだ黎明期であっ
たから、単なる数値計算が主な目的であり、言語とその意味を対象にするには、日本語処理がまだ組
み込まれていなかったこともあり、実に貧弱な道具であった。いかにICT社会が進化しようとも、そ
こにおける人間は、知識の実体として不変的な存在といえる。いつの世でも、人間は知識の獲得と表
現のために哲学の歴史に沿いオントロジを涵養するために生きている。そのオントロジをいかにして
情報システムに反映させるか、そこにセマンティツクス(意味論)の論点がある。

2.3 透明化される情報システム
ユビキタスは、自分のもっている情報のみで判断を行うのではなく、どこにでも埋め込まれて、眼
に見えないコンピュ－タ群がネットワークで相互に結びつき、人間・機械系の高度な協調・調和を実
現する。ユビキタスの重要なことは、人間がもう1つの脳をもち、人々の能力を増幅させることであ
る。これは、情報からの解放につながる。これまで人間が苦しんできた情報と情報処理をユビキタス
に肩代わりさせ、その分だけ身軽になり新たな創造的な時間を得られるからだ。電卓によって計算と
いう情報処理から解放され、算法の知識がなくても誰でもが平等に複雑な計算ができるようになった。
人はアルゴリズムを忘れたのだから、退化したというが、今では暗算の能力や、計算の能力で人を差
別するということはなくなった。ユビキタスの現実的な解釈は、世のあらゆるものが情報システム化
され、それらがネットワークで相互に結ばれて人間の生活を支援するIT社会のことだろう。情報シス
テムは、世の中のあらゆる仕組みを対象にし、それをユビキタスに組み込んでいくにちがいない。情
報システムは、アルゴリズムの集合体でもある。ユビキタス社会とは、アルゴリズムが社会の至る所
に行き渡る社会といえる。

2.4 電脳環境普遍的存在
ubiquitousは、ラテン語の複合語であり、分解すると ubi は英語の「where」に対応し、ubique
とすることにより「everywhere」を意味する。日本語では「どこでも」となる。そこには時間の概
念は含まれていなのだが、「いつでも」の意味を加えて拡大解釈された。
神の普遍的存在を表したいからだろう。国立国語研究所の訳語では、「時空自在」としている。ちな
みに中国語訳では「普遍存在的」としている。私ならば「電脳環境普遍的存在」と表現したい。この
漢字の熟語列に、オントロジ的な意味が凝縮されているからだ。
“私のコトバの境界が私の世界の境界を意味する。”このウィトゲンシュタインの名言は、人間と記号
について的確に表している。
人間は、記号を用いて世界や人間自身を意味化してきた。記号を行使することなしには、人間は思
想することはできない。ユビキタス社会において人間記号は、透明・仮想的に自己を拡散し、分散し、
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人間を喪失させる。ユビキタスは、アルゴリズムという人間の記号化だけではなく世界の記号化を行
う。記号化とはアルゴリズムのことであり、ユビキタスに対し記号を操作する意味を伝える。
ライプニッツは、0と1だけから知的宇宙全体を構築できると唱えた。コンピュータが0と1だけのビッ
トにより情報処理を行い、人工知能のように知識を表現できるとなると、ライプニッツの主張は空想
とはいえない。彼の夢は、科学、法律から政治まで、人間の抱えるあらゆる問題を理性的、体系的に、
そして論理演算によって処理する普遍的方法を確立することだった。人間の思考を記号で表し、機械
的に処理することは歴史上の哲学者や論理学者の夢である。ライプニッツは、空想のコンピュータを
組み立て、この世界に関する真理が体系化される普遍的な書記法で書かれた記号言語を思い描き、概
念のリスト、つまり記号の機械的操作だけであらゆる問題に決着をつけてしまうアルゴリズムを創造
した。そして後世になりアラン・チューリング(A. Turing)などの論理学者・数学者はアルゴリズムの
数学的定義を提示した。チューリングは、心を使わない計算とされたアルゴリズムに反論した「機械
は考える」という仮説を示し、それを実証するチューリング・テストを試みた。現代のアルゴリズム
の解釈は、すべての問題を解く、有限個の操作からなる手続きである。ライプニッツの予言どおり、
現代ではアルゴリズムを記述したプログラムにしたがって作業を行うコンピュータが登場し、アルゴ
リズムが社会にとってもつ重要性は飛躍的に増大している。

2.5 オントロジ論
私は、2002年頃からオントロジ論を展開した。ユビキタスとオントロジの関係は、情報システムと
人間の関係に対比できるだろう。情報を扱う人間の存在は、ユビキタス社会でも不変である。情報は、

これまで以上に可視化される必要がある。ユビキタス社会では、誰もがどこでも、
いつでも必要に応じて簡単に扱えるものになり、人間の知識は平等に豊かになって
いく。そういった人間の知識獲得と表現は、人間という存在(オントロジ)を際立た
せる。人間の言葉は、他人への意思の伝達手段としてだけでなく、「わかる」ため
の手段としても働く。言葉が対象を選び出すという分け方をするとともに、対象と
記号とを分ける働きもする。記号論では、言葉の「分ける」働きに注目し、言葉に
よって物事を「意味されるもの」と「意味するもの」に分ける。
(写真18 社会科学情報のオントロジ)

これは、意味論をオントロジから論じることである。オントロジは、基本的には「存在」という１
つの対象から出発し、これを「分けて」多様にしていき「わかる」という道筋を体系化していく。わ
かり方には、２つある。１つ目は前提となる既知の自明の原理に還元できるとき。２つ目は、既知で
なくても、これ以上分けられないものに到達して、そこから説明できるときである。この還元は、還
元論や還元主義になる。

私のオントロジ論では、概念間の関係性に注目した。それは関係性の意味論ともいえるもので、意
味とは「もの」と「もの」との関係として成り立つと解釈する。オントロジの関係性は、意味ネット
ワーク、すなわち知識地図として表される。それは概念をノードにして、概念間のリンクを関係子に
よって結び付けることで生成される。
このような視点に基づく関係性の意味論は、大きく論理的な関係性と存在論的な関係性から展開され
る。論理的な関係性は、上位・下位概念で捉える階層関係のことであり、抽象的な関係性でもある。
一方、存在論的な関係性とは「全体と部分」による関係であり、要素的な関係性といえる。
哲学オントロジ(存在論)では、存在するモノの真理は「ロゴス(ことば)」の内、すなわち概念と概

念との間の論理関係の中でとらえる。たしかに世の中に存在する「対象」は、全て他の対象(オブジェ
クト)との「関係」において「存在」する。自分という人間は、親子、家庭、学校、職場などにおける
人間関係として相手があるからこそ存在している。概念の世界でも同じことがいえる。抽象概念にな
ればなるほど、他の概念との「相互関係の世界」において存在がより確実になる。
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ところで意味論であるが、私は情報システムを意味論から構築することを提唱した。
言語学をはじめ、論理学、人工言語、プログラム言語などの言語研究は、構文論、意味論、語用論と
いう3つの視点から展開される。構文論は、言語を構成する語句と語句の関係、すなわち文法を扱う。
意味論は語句とその内容との関係である指示や真偽などを扱う。語用論は、主に語句とその言語使用
者との関係を扱う。いずれも、言語と実世界との関係性を問う。そのなかで意味論は、言語表現にお
ける曖昧性(ambiguity)と漠然性(vagueness)を研究する。前者は、1つの表現が複数の意味を表す
「多義」に関するものであり、後者は、ある表現の意味することの不明確性である。このような意味
論は、言語学から誕生したが、様々な分野において異なる視点から研究されている。意味論という言
葉そのものが極めて多義である。
私の解釈によって以下のように意味論をまとめてみた。
(1) 伝統的な意味論では、言語学的表現とそれが意味する関係とは何かを問う。
(2) 認知意味論では、認知(概念)と言語(意味)の役割を結びつけ人間の認知能力を問う。
(3) 述語論理における形式意味論では、意味の真偽を問う。
(4) 学習能力を課題とする教育学では、言語学的表現と学習すべき意味との可能性を問う。
(5) コミュニケーション論では、いかにして、人々は意味を伝達するかを問う。
(6) オントロジでは、概念化やカテゴリー化によって明らかにするタクソノミーを問う。
(7) 計算可能意味論では、プログラム化された情報システムの意味を問う。

2.6 計算可能意味論
意味を式の形によって表現する形式化の研究は、古代インドで始まった。ジャストリックによるも
のでサンスクリット文法を理論化するためであった。
ギリシャに始まる哲学と論理学も、知識の形式化を目的とした。その歴史の流れはオントロジという
知識表現の研究につながり、人工知能やITにおける計算可能意味論の研究へと発展する。私は、オン
トロジを計算可能知識の視点から考察し、その計算とは、推論の規則を記号の計算法則とし、意味論
を伴った論理記号の体系とした。オントロジは、関係性の意味論のことであり、実世界のオブジェク
ト(概念)とその間の関係をいかにして表現するかを研究する。ところで、計算可能という表現は、不
完全性定理を証明したゲーデルも使っている。その場合、計算可能関数という意味であり、アルゴリ
ズムが存在する関数のことである。これは、論理学におけるトートロジー(恒真命題式)が証明可能で
あること、つまり一階述語論理(FOL)の公理の完全性定理に関係するものであった。
計算可能知識という表現は、1970年代の人工知能によって初めて使われ、知識表現モデルのためのも
のであった。人工知能の計算可能知識は、専門家の形式知をシミュレートするエキスパート・システ
ムの意思決定に使われた。意思決定は、ある事実の集合が与えられたとき、それを説明する最も適切
な仮説を結論とする。人工知能の知識は、述語論理などの形式意味論に基づきプログラム化された計
算可能知識といえる。したがって、知識をコンピュータで実行可能な形で書き表すことであるから記
号処理レベルに留まる。
計算可能意味論( Computational Semantics)は、コンピュータが理解できる意味の研究といえる。
それは、計算可能知識と同様にプログラム化された情報とその意味を対象にするのであるが、両者に
はプログラム技法において違いが見られる。意味論でいえば、形式意味論と認知意味論との違いに似
ている。計算可能意味論は、認知意味論とその影響によって確立されたオントロジをプログラムにい
かに反映するのかを論じる。プログラムは、オブジェクト指向という特色を見せてくれる。情報は、
オブジェクトとその振る舞いとによって意味が定義されたものとする。オブジェクトは、その存在を
属性(データ)と操作(プロセス)が一体となった機能であり、実行されることによって意味が確認にさ
れる。
これまで計算可能意味論は、次の3つの領域において論じられてきたと私は思う。
(1) 情報システムの意味論
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(2) プログラム言語の意味論
(3) アルゴリズムの意味論
これらのなかで、オントロジが濃厚に絡まるのは(1)である。情報システムは、人間による曖昧な要求
情報を対象にし、その意味をオントロジの概念操作によって明らかにされる。それに対して(2)と(3)
は、コンピュータのプログラムや形式化された情報を対象にする。どちらもオントロジ処理によって
形式化された段階における意味を対象にする。
オントロジを重要視したのは人工知能が最初であった。そのなかでもコンピュータによる自然言語処
理は、人間のパターン認識能力が不可欠な役割を行う。その認識とは、再認識であり、人間の記憶能
力に依存したものである。言葉が１つの社会のなかで、共通の記号として機能するのは、その人間の
記憶能力に作用される。言葉の存在は、人間に特有なパターン認識に依存している。それは、言葉の
物理的なパターンを感知しながら、そのパターンが担う意味を認識することによってこそ言葉が言葉
になり得る。物理的なパターンとしての感知やパターンの比較判断をコンピュータが処理できても、
意味を認識することは容易ではない。意味は、人間の生活経験を通じて把握される複雑な概念操作に
よって定まるからだ。
このように自然言語処理は、パターン再認識システムの一部機能として研究されてきた。そこでは、
概念辞書と呼ぶオントロジ処理を利用する。自然言語処理の目的は、言語学の研究と同じように人間
が言葉を使って行う知的活動の「内側」の研究であるから、言葉そのものの基本的な仕組みを探る。
まず言葉が伝達する「意味」とは何かを問うことになる。それに続いて、言葉を作り上げている要素、
その並べ方の方法と変化、用法と人間との関係などについて研究する。自然言語処理と人工知能は、
知的な情報システムを実現することを目指すものであり、どちらもオントロジに基づく計算可能意味
論の実践の場なのである。

3 概念理論
「空間」とは実体なのか。それとも人間が宇宙を理解する中で生まれた概念なのか。その解明にデ
モクリトス、エピキュロス、ピタゴラス、プラトンなどの古代の哲学者は生涯を捧げた。アリストテ
レスからアインシュタインまで数千年にわたり「空間と時間」は人間の思考の枠組みを与える概念で
あった。ライプニッツにとって「空間」は物体の位置関係を、「時間」は出来事が起こる順序を語る
ための言葉にすぎなかったが、同時代のニュートンにとっては宇宙に構造を与える枠組み(スキーマ)
であった。やがてアインシュタインにとって「空間と時間」は、宇宙そのものを作る素材であり、相
対性理論と呼ぶ宇宙の謎を解く珠玉の概念理論となった。概念理論は厳めしい名前であるが、ここで
取り上げるものは極めて単純で情報インデックスと呼ぶデジタルメディアの情報を明らかにするプロ
グラム設計に関わるものである。これを別名、計算可能意味論と呼ぶこともできる。名前のとおり意
味の解釈をコンピュータ処理(アルゴリズム化)できないものかを研究する。その応用となるものが情
報インデックスである。
人は概念の世界に住んでいる。人は世界を理解しようとする時、あらかじめ大まかな略図を持って
いる。これこそが世界を構成する概念の枠組みであるスキーマとなるものではないのか。その昔、書
籍という小さなスキーマを学び取ることをリテラシーといった。たしかなことは、その原語のリテラ
(Litera)が表している。それは文字で表された主題は抽象化された概念であり、いかにして実世界の
具体像に対応付けて描くかという文字の解読能力のことであった。リテラシーは、表層に現れた文字
だけでなく、深層に潜む概念の構造というスキーマを認知することも目的であった。人々は絶えず押
し寄せる情報に意味を与えるために、思考や世界観についてのスキーマを学んできた。それを用いる
ことで組織化された社会的行為や慣習化された境界を示すことができた。スキーマは情報という主題
を把握する視点を定めてくれるもので、概念の枠組みを示す概念文法でもある。スキーマは図解され
るとタクソノミーになり、記号化されると分類記号やメタデータなどの情報インデックスとなる。
情報学の中で、とりわけ記録にこだわる記録情報学では図書文献からWeb上のデジタル記録まで記録
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に関わる情報を処理する。その結果できあがるものがデータベースやデジタル・ライブラリと呼ぶ情
報システムである。このような情報の創出において、記録の中に刷り込まれた主題の姿をいかにして
掴み取るかについて工夫してきた。主題は内容を含むものであるが、内容そのもと区別しなければな
らない。内容の多くは自然言語を用いて記述されるのに対し、主題は概念言語を用いて表される。

3.1 藤川正信先生
概念理論を愛でたのは故藤川正信先生であった。私の研究スタンツは藤川先生による影響が大きい。
先生のバンクーバの隠れ家でも話し込むと時間を忘れてしまった。2002年8月のカナダ・ヴァンクー
バの対岸にある Halfmoon Bayである。このあたりは多くの巨大な湾が複雑に入り組んでいるから

氷河で切り裂かれた湾で、ノルウェーにあるフィヨルドのような景
色であった。藤川正信先生は、この景勝の地で優雅にリタイヤー生
活を送る国際人のおひとりであった。芝生と大きな木々に囲まれた
先生の書斎には、昔の大磯のご自宅と同じように天井まで届く大き
な本棚と多くの書籍があった。私は大学時代にタイムスリップし、
含蓄に富む情報哲学、意味論、そして暴走族のはしりとおもわれる
藤川先生のドライブなど学生時代の古きよき時代の想い出が浮かん
できた。

(写真19 藤川先生とHalfmoon Bayで)

藤川先生は、カナダのHalfmoon Bayでも永遠の課題、まさに宿命とも思える難題である「情報と
は何か」、「知識とは何か」そして「人間の存在とは何か」、さらには「自分ご自身とは何か」を自
問されているようにみえた。私は、この日のために持参した私の研究成果である「記録情報学の再構
築」を持ち出し、藤川先生にご意見を頂戴した。藤川先生の論理展開と鞭撻に圧倒され、私は大いに
知的刺激と新たな学問的未来にたいし希望を得ることができた。その夜のHalfmoon Bayは実に穏や
かで、半月を描き、宵闇の中で遠くの島々を見ながら、私は大好物の「蛎」を生で食べ、カナダ産の
白ワインを楽しんだ。

3.2 情報インデックス
フランスの名門校では、先人が捧げた知識の体系化の偉業を理解させるために生徒たちを図書館に
連れて行き、丁重に保管されている『百科全書アンシクロペディア』を見学させるという。それは、
「知識」とは「記憶」「理性」「想像」という3つの頭脳作用からなるものであった。「記憶」から
は「哲学」、「想像」からは「芸術」が派生する。そして「歴史」は「神の歴史」「人間の歴史」
「自然の歴史」と細分化される。このように他の2つも同様に細分化されて、1つ1つに項目を振り分
けている。「アンシクロペディア」とはギリシャ語で「諸学の連関」を意味するが、連関こそが索引
の主要機能である関係付けのことである。

１８世紀フランス革命に影響を及ぼしたダランベールとディドロによって完成した『百科全書アン
シクロペディア』は、宗教や法律、制度、習俗などに潜む背理や不条理を批判する目的を持っていた。
それは、140人以上の執筆者によって編纂されたものでテキスト17巻と図鑑11巻から構成され、約72,
000項目の内容があった。それらの大量な項目は相互参照(Cross Reference)を行える索引によって
結びつけられていた。この索引によって図書が伝える人間の知識には秩序というものがあり、それを
学び取る素晴らしさを明らかにした。索引を備えた図書は、記録者である著者だけではなく、編集者、
利用者、索引作成者、要約者、仲介者などの人々によって知識を共有する情報コンテナといえる。そ
れは、様々な主題によって何らかの知識と体系を伝えるものであるから、形式化や明示化という汎用
規範(プロトコルとアルゴリズム)の機能が重要である。様々な情報と知識をいかにして形のあるもの
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にし、相手に理解してもらうか。そのために図書の標準スキーマをいかにして整備し、そこに知識を
組み込むのか。また図書という情報コンテナからいかにして知識を得るのか。このような知識の知識
化に応えるメタ知識の修得のためにリテラシーは生まれた。情報コンテナの一部として図書索引は必
要不可欠な道具になっている。

図書索引を作成するインデックサーと呼ぶ情報専門職(索引者)の存在を忘れてはならない。彼らこ
そ記録情報の専門家の先人であるからだ。ディドロの協力者であるルイ・ジョクールは、一日14時間
も働き、その百科全書の4分の1を執筆したという。彼はディドロのような創造的な人物ではなかった
が、あらゆる書物を読破し、それらを1つの記録として統合する能力を備えていた。まさにインデッ
クサーが模範とすべき能力の持ち主であった。
インデックサーの存在は索引の歴史とともに始まる。索引の起源は古く、ユダヤ教の聖典であるタル
ム－トや旧約聖書に似たような仕組みを見ることができる。
索引の完成された姿は、１６世紀のイタリアにおける聖カルロ修道院における聖書のコンコルダンス
（concordance）といわれる。中世の西欧において聖書は、あたかも現代に不可欠な情報ツール(索
引システム)であるデータベースと同じようなもので、その当時の宗教に関わる知識をラテン語という
プログラミング言語によって記録されたものといえる。そのような聖書を読みこなす修道僧は、今日
のシステム・エンジニアやプログラマーに相当したわけである。修道僧は聖書を写本し、そこから情
報を得るために数々の工夫と道具を生み出した。その中で最も傑 作といえるものが索引の仕組み
である。
聖者が述べた言葉が、聖書のどこの頁のどこの文脈に出現するのか。その文脈ではどのような言葉に
よって意味を伝えるのか。それには何かキー(鍵)になる言葉(キーワード)を決めて、それらを目印に
して文脈を探る。修道僧の経験と合意から聖書のキーワードは選び抜かれていった。そのようなキー
ワードの語彙は、聖書という知識空間をナビゲートするものとなり、索引語となった。索引語だけで
は情報ツールにはならない。それには索引の仕組み(索引システム)を組み立てる必要がある。キーワー
ドがどこの頁のどこの文脈に出現するのかを示すためには、「頁番号」と「目次」を明確にしなけれ
ばならない。索引システムは聖書という情報空間において、キーワードとそれが含まれる聖書の文脈
とが一致することを機能とした。この一致（concordance）という概念こそが索引の原点であった。
実用的な索引は、百科事典の誕生とともに姿を現した。古代から百科事典を編纂する人々の目的は、
知識を分類することであった。最初に知識の体系化を試みたといわれるアリストテレスは、経済学八
巻、詩学、弁論術三巻、自然学、そして形而上学に分けた。それが西欧における分類の基礎となり、
索引システムに必要なタクソノミーの原点となった。知識体系の明示化を行うタクソノミーと索引シ
ステムは、西欧世界だけのものではない。イスラム世界では、14世紀のチュニスに生まれたイブン・

ハルドゥーンの編纂した『歴史序説』には厳密な出典への参照という索引の機
能を特色とした。
このような索引システムの概念は、IT時代の今日まで脈々と受け継がれてきた。
索引システムをアルゴリズムと見なし、その設計と開発を１９４５年に試みた
先駆者にはV. Bush がいるが、その試作装置であるMemexはよく知られてい
る。Memexに刺激されて1960年代になると、T. Nelsonは大規模な索引図書
館システムといえるXanaduを発表し、HyperText(ハイパーテキスト)という
電子索引アルゴリズムとして提案した。ハイパーテキストという索引アルゴリ
ズムが今日のWeb世界を作り上げたのである。

(写真20 わかりやすいハイパーテキスト入門)

ハイパーテキストの仕組みは，記録情報を小さな単位（ノ－ド）に分割し，それを関連（リンク）付
けて整理する索引である。ハイパーテキストは、索引語に相当する「ボタン」を介して関連する頁
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（ノ－ド）を結びつける。また、図書索引（リンク）や「～を見よ」という辞書索引の相互参照(クロ
ス・リファレンス)と同じ機能を果たすことができる。そこで用いられるアドレス同定機能(URL/URI)
は、図書内の特定の場所(頁・文脈)に移動するポインターを示す。

3.3 デジタル・ライブラリ
情報インデックスの研究は、概念理論を加熱させる。どこにも様々な概念は見出せ、それらを集め
ていくと、どんどん人間的になる。どうしてもわからない概念があったら、それこそが人間にとって
根源的なものに違いない。哲学的課題であるが、今では情報学のオントロジという概念理論となった。
それは、デジタルメディアの主題情報を形式化するための枠組み(スキーマ)を与えてくれる。概念理
論で求めるものは、アナログ時代からデジタル時代に変わってもあせることのない知識組織化、すな
わち情報インデックスのための普遍言語として現れる。人間はみな、普遍言語を操る能力を持ってい
て、その機能は生まれながら脳に組み込まれているという。一方で様々な世界中の自然言語は進化し
てきた。これからもインターネット世界では成長を続けるに違いないが、それらはインスタンスにす
ぎなく概念言語というクラスは普遍的なもので急激には変貌しない。これからも人々が描くスキーマ
という知識組織化システムは極めて厳かにゆっくりと進化していくことだろう。
Web世界において不可欠な情報システムとなったサーチエンジンやポータルサイトと呼ぶデジタル・
ライブラリは情報インデックスに支えられている。情報インデックスは図書館という情報システムか
ら誕生した。私は未だに「何故、デジタル・ライブラリなのか」と問われても、その答えを出せない。
図書館(ライブラリ)という概念に対する限りない憧れ、それが知的場所、知識空間、知識組織機構、
そのための索引・目録そして分類などの知的道具類、それらが詰まった知識辞書(シソーラス)ではな
かろうかという思い込み。それでもいいと思うのであるが、ここでデジタル・ライブラリについて私
の見解を述べておく。
デジタル・ライブラリの「ライブラリ」は、英語のLibraryをそのままカタカナで表したにすぎない。
辞書的な解釈では「図書館」と訳されているが、必ずしもその訳は正しくはない。「館」という建物
までを含むからだ。ライブラリは、その空間だけではなく書籍を読む書斎や図書を楽しむ環境なども
意味する。ライブラリは知的道具から雰囲気までメタファするものになった。コンピュータ界ではプ
ログラム・ライブラリという表現は昔から使ってきた。それが意味することは、プログラムというソ
フトウェアの集まりから様々なサービスの集まりまでを対象にしている。その仲間にはデジタル・ラ
イブラリも含まれる。では、デジタル・ライブラリの実体は何か。それは図書館のような物理的な存
在ではなく、論理的な情報システムなのであり、情報インデックスをサービスするものである。その
ように考えると、記録情報学はデジタル・ライブラリに関する研究に属するものといえる。

4 シソーラス
情報インデックスの実務をご指導いただいた津田良成先生は、医学情報システムの偉大な先駆者で

あった。あの柔和な微笑みと甲高いお声で父親のように私を見守っ
てくださった。学部に始まり大学院、北里医学図書館、慶応義塾
大学そして愛知淑徳大学まで40数年も津田良成先生と御一緒に働
けた。光栄であり幸福だった。
情報インデックスに必要になるシソーラスは私を魅了するものと
なった。実務的なシソーラスを津田良成先生の御指導による北里
記念医学図書館で知った。その名を医学シソーラスMeSHという
ものであった。

( 写真21 津田先生御夫妻)

シソーラスは情報検索とデータベースための情報インデックスの典拠となるもので、キーワード(索引
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語)の語彙群とそれらの意味関係を示す辞書である。その重要な機能は、索引語が指示する意味を制御
することである。シソーラスは、分類表のように分類項目などから構成される概念言語と異なり、自
然言語をそのままシソーラスの語彙として使う。主題を表すものは事例(インスタンス)であるから当
然であり、利用者にとっても極めて都合がよい。しかし情報という分類を伴った体系化と形式化され
た主題概念を表すには、キーワードなどの事例語彙をいくら並べてみても役に立たない。様々なイン
スタンスを類別し、その属性から意味を明らかにしてクラスやカテゴリーと呼ぶ概念の固まりを創り、
タクソノミーなどを用いて体系化しておく。あるインスタンスの意味を明らかにするは、別のインス
タンスを用いるだけでは「私は私であり、私は私ではない」という同語反復のトートロジーになる。
「私(人間)は私(法人)でない」のように「人間」や「法人」という主題の概念(クラス)1)の違いを明確
にしてくれる。さらに重要なシソーラスの機能は、情報の対象となる主題概念の世界を示してくれる
ことである。社会科学、自然科学、人文科学、医学、工学、生活、家庭などの広域な主題から些細な
日常的な主題まで様々な主題概念を描いてくれる。情報の姿と形式化の視点を明らかにする雛型(情報
モデル)を与えてくれる。シソーラスは、主題概念の見取り図となるものだ。

4.1 知識地図
私の子供の頃から変わらない趣味は、地図を見ることである。私の旅行の楽しみは、事前に旅の地
図によるシミュレーションである。そして土地の情報を与えてくれた地図と現実の世界とが同じであ
るかどうかを確認する喜びである。
地図は、様々なメタファとして使われて、比喩表現によって人の心の中に強い心像を描き出す役割を
もっている。また地図は、思考過程を図解したものである。それは、発想・創造や問題解決に必要な
頭で考えたものを、眼で考えるようにしたものといえるだろう。
私はシソーラスを単に情報検索のツールとして捉えるだけではなく、知識地図として捉えた。シソー
ラスが情報の作成者ともいえるインデックサーの主題概念の見取り図であるのに対し、知識地図は情
報の利用者が描く主題概念の見取り図といえる。どちらも情報インデックスを用いることに変わりは
ない。情報インデックスは、デジタルメディアの知識地図を明らかにする。ところで知識地図の「知
識」とは大げさな表現であるが、情報学の世界では知識学(Knowledge Studies)や知識組織学(Know
ledge Organi zation Studies)という名前として古くから使ってきたという実績がある。それは、概
して主題分析に関わる分類と索引の研究を意味する。その学会の中にはKO(Knowledge Organizatio
n )と呼ばれるものがあり、UDC(Universal Decimal Classification)を話題にする国際的な主題分類
学としても有名であった。UDCは、概念言語として整備された素晴らしい主題分析と知識地図を支援
する道具であった。このように「知識」とは、概念理論、分類、索引などで取り扱う知識表現のため
に用いる。知識地図もその表現方法の１つで知識モデルといえる。

4.2 地図という知識モデル
認知科学や知識工学において様々な知識モデルが提案されたが、その多くは地図(map)をメタファ
している。地図は、現実世界の諸物体や現象を、一定の約束に従って縮尺し、記号や文字を用いて平
面上に表現したものである。地形図や天気図がその典型的なものである。もともと地図の目的は、空
間を表すことだった。「空間」という概念は、人間の意識を強力に支配している。地図はもともと地
形図だけを意味したが、その意味の範囲も拡大された。英語では、mapであるが、その原義はmopで
あり、それは地図を描いた布のことであった。地図帳はatlasになり、海図はchartになる。そして、
地図に似たものとして、星図、天体図などがある。また、地図ではないがmapを用いるものとして遺
伝子地図（genetic map）、意味地図（semantic map）、関連地図（association map）、認知地
図（cognitive map）、概念地図（concept map）など様々なものがある。どれもが地形図ではなく、
図解であるからchart、diagram、graph、tableなど使うべきなのだが、いずれもmapを使う。その
理由は明らかではないが、mapというものが現実世界の諸物体や現象の模型（モデル）として優れて
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いるからだろう。
地図は、様々な情報のメタファとして使われて、比喩表現によって人の心の中に強い心像を描き出す
役割を持っている。また地図は、思考過程を図解したものである。それは、発想・創造や問題解決に
必要な頭で考えたものを、眼で考えるようにしたものといえるだろう。
人は、絶えず押し寄せる情報の波に「意味」を与えるため、思考や世界観についての心像、すなわち
認知モデルを形成する。そして、「心のアーキテクチャ」や「心の理論」などメンタルモデルを評価
するものになる。認知モデルは、「組織化」、「構造化」、「把握する」ためのものである。認知モ
デルは、知識の地図に違いない。たしかに認知モデルの１つには、「認知地図(Cognitive Map)」と
呼ぶものがある。それは、「道探し」と「問題解決の道」のために利用される。地図にすることによっ
て、環境の表現、環境(地図に描かれた環境)の上で移動できる。地図は、ランドマーク、パス、方向、
概観（鳥瞰による大局的なreasoning）による問題解決の道を与えてくれる。その場合の地図は、現
実の道路地図の利用のように逐次的に「読む」のでなく、例えば、「X地点」から「Y地点」まで行く
という問題解決の枠組みを与えてくれる。地図は2次元の座標上に位置関係を示すので、利用者は、2
つの地点を結ぶ複数のルートを自由に探すことができる。これは、頭から順に読まなければわからな
い、文章とは対照的である。地図自体には始点も終点もない。どこからでも必要に応じて探し始めれ
ばよい。時間軸の点からいえば、ほとんどの地図は、現時点を説明するものである。人々は問題解決
のために情報をいかに獲得したのか。その過程、学習と発達の推移というものが、あたかも種から芽
が出て、幹になりそこから枝が生え出て、無数の枝が茂る木の成長を見ているようになるだろう。す
なわち、木構造といえるものである。ただし、このような整然とした形だけとは限らない。植物の木
が無駄な枝や見た目を美しくするためにトリミングされるように「知識の木」も植木屋のような専門
家によって整形される。すなわち、階層構造という知識の体系化である。植物にも様々な種類があり、
その成長の形も異なっている。蔦のように枝が壁を這いまわり網のように成長するものもある。

5 デジタルメディア
私の最後の研究対象は、デジタルメディアであった。あらゆるメディアが電子化されていくデジタ
ルメディアの世紀の真っただ中にいる。デジタルメディアとは記録類を電子化したもの、すなわち
「電子記録」のことである。身の回りにある知識源である新聞や図書雑誌は電子化されてWebから提
供されている。ネット新聞や電子書籍と呼ばれることもあるが、どちらも同じビットの集合体の計算
可能(コンピュータ処理可能)なデジタルメディアなのである。
紀元70年のローマの百科全書学者、大プリニゥスはいう。文明も人間の歴史も、パピルスの上に存在
する。パピルスは紙の語源ともいわれるが記録媒体としては優れたものであった。紙に思考をとじこ
め、紙に知識をとじこめ、そして紙の材料は進化していった。このような紙であっても記録の万能薬
として認められたものではなかった。保存や取り扱い上、信頼されない不遇の時代は19世紀まで続い
た。重要な書籍は、羊皮紙(皮紙冊子)に印刷されたのである。古代の羊皮紙の書籍と違うのは、手書
きから印刷に変わったことだった。そのような紙に対する不安は依然として現在も残っている。100
年前と同じようにマイクロフィルムなどのアナログメディアがアーカイブやタイムカプセルのために
使われることが、それを如実に物語っている。紙には不安が残るが最古の小説とされる源氏物語を墨
で記録した和紙の巻物は、１000年を超しても可読できる。では電子書籍はそれを超すことができる
のだろうか。既に紙を使う書籍は電子書籍に変身し、文字を有する社会では書籍を読むことは教養と
されるが、はたして電子書籍でも教養は変わらないものなのか。
たしかに、いつの間にか家庭からVHSやDVD、そしてBDも消えてしまい収納ラックも無くなった。
さらに本箱も無くなり部屋が見違えるようにすっきりした。あらゆるメディアがWebに吸収されたか
らだろう。残ったのは一枚の電子の書板(タブレット)だけである。書籍の活字も電子タブレットで読
めるようになった。活字という表現は、文字を印刷する書籍のために生まれたのであるが、電子書籍
の発展に伴い「活字離れ」がさらに進み、「活字文化」は衰退するのだろうか。これは記録情報学の
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視点からも気になることに違いない。 ところで「活字文化」の前に、それは長い「文字の時代」が
あった。人類200万年の歩みの中で、その200分の１の１万年足らずが「文字の時代」であり、しか
も本当の意味での文字の歴史は、その半分の5000年を経ているにすぎない。文字が考えだされて人間
は、その中に潜む魔術的な力を発見したという。文字のつらなりからなる文章(テキストまたはテクス
ト)は、時にはその神聖さで、時にはその呪術的な力で、人々を魅了してきたのである。１５世紀のグー
テンベルクの活字印刷の出現で、手書きの文字など価値のないものになってしまうかに見えたが、実
際はその逆であった。しっかり書けるということは、しっかり考えられるということになったのだ。
活字印刷の発達は、書籍を一般の人々に開放した。人々が文字の世界に親しむにつれ、文字を書くこ
とは、考えるためになくてはならない技術となった。
Facebook やツイッターなどのソーシャルメディアにおいてスキーマはどのように進化するのか。記
録情報というものが群衆の分類((Folksonomy)と呼ばれるスキーマによって作り出され、それこそが
利用者にとって役立つ情報であるかのように評価され始めた。それは記録というよりは口コミと呼ぶ
べきものである。ソーシャルメディアを用いると口コミは世界中の人々へと伝播される。一瞬のうち
に世界中の人々に配布されるがシャボン玉のように消えてしまう。永久的なアーカイブとはならない
ものであるから刹那的な記録情報である。ソーシャルメディアには、目印となるタグ(Tag)を付与す
る。それは利用者が勝手に考えた造語、隠語、暗号、記号列であってもよい。権威ある情報システム
によって定められた分類とキーワードを使う必要もない。仲間内で通用する言葉で十分に機能し、群
衆のスキーマを用いて続々と群衆情報が生み出されていく。
新たなスキーマはパソコンのウインドウやケータイやスマートフォンなどのICT機器とその裏に控え
る情報システムのためのもので「デジタル・スキーマ」と呼ぶ。既に20数年前からウィンドウズによ
るアイコンとマウスによるインタフェースはデジタルメディアのスキーマとして定着している。マウ
スをダブルクリックするドラッグする、オブジェクトをスクロールなどはメタファに違いないが新た
なスキーマの視点を与えてくれる。さらにケータイの小さな画面からあらゆる情報を得る操作によっ
て新たなスキーマは進化している。その発展の１つの段階といえるものがスマートフォンの中から見
つかる。これはパソコンに限りなく似たもので、その中身はデジタルメディアの究極の姿を伝えてい
る。デジタル・スキーマは、タップとそのダブルタップ、デザリングなどの小さなタッチパネル操作
から誕生した。このデジタル・スキーマによって人々はいかなる情報と知識を学び取ることになるだ
ろうか。

おわりに
分類は知識の結晶であり、分類化の知的プ
ロセスには、「わかる」とは「分ける」とい
うオントロジから始まる人類の知識の獲得・
表現の歴史が刻み込まれている。オントロジ・
アルゴリズムは記録・情報・知識の世界を貫
く原理である。
(写真22 記録・情報・知識のサイクル)

12世紀以降に西欧各地で創設された大学は、
アリストテレス以来の「リベラル・アーツ」
を基にしてカリキュラムを決めた。すなわち、
「文法学」、「修辞学」、「論理学」という
基本の3学科に加え「算術」、「幾何学」、

「天文学」、「音楽」によって構成される「自由7学科」(リベラル・アーツ)である。この自由とは、
自由人のことであり、自由人にとって必要不可欠な学問を意味する。当時、技術や工学はリベラル・
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アーツに含まれない奴隸の技法とされていた。その理由はどうやらオントロジが無いからである。奴
隸にとってオントロジを考える優雅な時間はもてなかった。
21世紀は、ユビキタス情報化社会といわれる。私が危惧をいだくことは、許容量を越えて爆発するよ
うな情報空間の中で、人々は日夜仕事や遊びに追われ、奴隸のように過ごすことでオントロジを忘れ
てしまうことである。
いま一度「記録知識」の領域を明らかにしておくべきだろう。記録情報も同じことであるが、どちら
も「記録」という行為を伴うものであり、その生産物ともいえる「Document」が介在する。Docum
entは、記録情報と記録知識のメディアであり、人々が生み出した情報と知識を可視化させる「もの」
といえる。したがって、Knowledge Studiesの記録知識は、Documentとそれを取り巻く人々が持つ
「Documentの利用者知識」になる。ここでの留意点は、後半の部分であり、Document(記録情報)
の利用者知識を記録知識と呼ぶもので、「記録知識 =:(利用者知識、(記録情報、Document))」と表
せるものである。その利用者知識こそ利用者が描くスキーマとして現れるもので、概念理論を形成で
きるものである。
Knowledge Studiesの視点は、特に新しいことではない。それは原点回帰にすぎなく、もともとの情
報や知識というものを歴史的に再考すれば明らかになるからだ。
いまやユビキタス・コンピュータの時代になり、情報の概念も拡大したが、それを解くための理論と
技術としてマルチメヂアが発展している。そこで明らかなってきたことは、情報を「説く」ことから
「解く」ことへの変換が必要である。それは考えてみれば当たり前のことであり、昔から行われてい
た知識の本質を問うことであり、その意味で原点回帰したにすぎない。
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THE 123 MAGAZINE,Vol 1 No 5,１９９０,p.60-63.
127 運動能力テストの集計システムを作る,教師のための１ー２ー３活用術（２）,

THE 123 MAGAZINE,Vol 1 No 4,１９９０,p61-64
126 ５教科集計フォームを作る,教師のための１ー２ー３活用術（１）,

THE 123 MAGAZINE,Vol 1. No 2,１９９０,p58-61.
125 教師のためのロータス１ー２ー３活用法,文書処理から高度なマクロまで,

日本経済新聞社,,１９９０,218p.,改訂版
124 図書館と技術革新,日本図書館協会編 「図書館ハンドブック」,日本図書館協会,,

１９９０,p.18-26,,,図書館ハンドブック 第５版
123 Introduction to DynaBook with Ashisuto series,,ＨＢＪ出版局,１９９０
122 コンピュータリテラシー入門,,朝倉書店,,１９９０
121 Ｔｕｒｂｏ Ｃマスターマニュアル,,ＨＢＪ出版局,,１９９０
120 ハイパーテキストとワークステーション,,マイコンサーキュラ,１４（１２）,１９８９
119 ３時間で使えるブックパソコン,,日本経済新聞社,,１９８９
118 わかりやすいハイパーテキスト入門,,日本実業出版社,,１９８９
117 ＦＯＲＴＲＡＮ７７マスターマニュアル,,ＨＢＪ出版局,,１９８９
116 情報処理技術の進歩１,プログラミング言語とＤＢＭＳ,データベースの先端技術

科学技術庁総合ﾚﾋﾞｭｰ,第３巻,１９８９
115 ビジネスマンのためのラップトップ選択ポイントと利用法,,

事務と経営,臨時増刊号,１９８８,ｐ１１－１３
114 ｄＢＡＳＥシリーズガイドブック,,ＨＢＪ出版局,,１９８８
113 データベースと教育,,マイコンレーダー ｖｏｌ．３,ｎｏ．７,１ ９８８, ｐ３６－３９
112 ビジネスＣ言語,,日本経済新聞社,,１９８８
111 Ｃ言語実務プログラミング,,ＨＢＪ出版社,,１９８８
110 ＡＩとＩＲ, ,あいみつく ｖｏｌ．９,９（２）,１９８８, ｐ２２－２６
109 ラップトップパソコン自由自在,,日本経済新聞社,,１９８８
108 データベース管理システム，ファイル構成,,

（図書館情報学ハンドブック 丸善 １９８８）,,１９８８,ｐ６１２－６２９．
107 情報処理機器の概説（谷口早吉，高山正也編情報調査ハンドブック雄山閣）,,

１９８７,ｐ２８６－３１９．
106 電子図書館 情報管理専門研修会テキスト,,日本科学技術情報センター,,

１９８７,ｐ１－２６．
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105 教師のためのロータス１－２－３活用法,,日本経済新聞社,,１９８７
104 データベースシステム －－最新技術と応用の展望－－,,

ソフトリサーチセンター,,１９８７
103 中国のソフトウェア技術 －日中マイコン交流使節団報告（３）－,,

マイコンサーキュラ,１２（１１）,１９８７,ｐ２２－２７．
102 電子情報管理システム入門－－光ディスク電子ファイルシステム,の活用－－,

ＨＢＪ出版局,,１９８７
101 ＳＱＬとその特殊機能の考察 －副照会と視野機能を中心としてー,

Journal of Library and Information Science,ｖｏｌ．２,１９８７,ｐ１５－２８．
100 マイコン徹底研究 ３級,,日本経済新聞社,,１９８７
99 電子出版と専門図書館,,専門図書館,ｎｏ．１１２,１９８７,ｐ１０－２０,
98 Level II ＣＯＢＯＬトレーニングマニュアル,,ＨＢＪ出版局,,１９８７
97 パソコンデータベースソフトｄＢＡＳＥＩＩを利用した文献管理システムの作成,

オンライン検索,８（１）,１９８７,ｐ１－４６．
96 情報処理技術系カリキュラムとソフトウェアツール,

,Library and Information Science,ｖｏｌ．１,１９８７,ｐ３７－６３．
95 データベース設計から活用まで,,ニューメディアと教育,ｎｏ．６,

１９８７,ｐ６－１３
94 パソコンＲＤＢＭＳ比較言語論,,ＣＱ出版社,,１９８７
93 ＲＵＮ／ＰＲＯＬＯＧ はじめての人工知能言語,,ＨＢＪ出版局,,１９８７
92 １０ＢＡＳＥＩＩＩ活用ハンドブック,,ＨＢＪ出版局,,１９８６
91 電子図書館システム「ＥＬＩＳ」の設計と開発,,

第３２回情報処理学会全国大会,,１９８６
90 エキスパートシステムの現状,,ドクメンテーション研究,３６（１）,

１９８６,ｐ３－８．
89 ｄＢＡＳＥＩＩガイドブック,,ＣＢＳ出版社,,１９８６
88 エレクトロニックライブラリサイエンスと情報科学教育センターのシステム

,愛知淑徳大学論集,ｎｏ．１１,１９８６,ｐ２０７－２１９．
87 ＵＮＩＸベースＬＡＮによるＯＡ情報処理教育システム,,

Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｒｅｐｏｒｔ,２６（３）,１９８６,ｐ５８－６３．
86 テクノレディのためのコンピュータ入門,,朝倉書店,,１９８６
85 Ｃ言語プラクティスブック,,ＨＢＪ出版局,,１９８６
84 マイコン徹底研究,,日本経済新聞社,,１９８５
83 ニューメディアと図書館サービス,,

日本農学図書館協議会,ｎｏ．５９,１９８５,ｐ６－１８．
82 電子図書館システムの開発,,第２２回情報科学技術研究集会,,

１９８５,ｐ１７－２３．
81 ＯＡビル・ＯＡ化オフィス設計実務便覧,,フジテクノシステム,,１９８５
80 電子図書館システムとエレクトロニックライブラリサイエンス,,

ライブラリアンズフォーラム,２（２）,１９８５,ｐ３９－５０．
79 専門図書館の将来,,専門図書館,ｎｏ．１０４,１９８５,ｐ５－１５．
78 ＯＡ機器の発展と図書館,,現代の図書館,２３（１）,１９８５,ｐ２０－２８．
77 電子ドキュメンテーションコンセプトの提案,,

ドキュメンテーション研究,３４（１）,１９８４,ｐ１５－２３．
76 ニューメディアと図書館,,図書館学研究の歩み,ｎｏ．４,１９８４,ｐ７６－１００．
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75 光ディスク電子ファイルなどにより資料室はどう変わるか,,
神奈川県資料研究会,ｎｏ．１８,１９８４,ｐ１５－２５．

74 将来の記録媒体－－光ディスク－－,,
ドクメンテーション研究,３４（５）,１９８４,ｐ２５６－２６５．

73 情報管理のＯＡシステムインターフェースモデルの研究, 第２０回情報科学研究集会論文集,
日本科学技術情報センター,,１９８４,ｐ１００－１１４．

72 パソコンリレーショナルデータベース入門,,ＣＱ出版社,,１９８４
71 電子印刷と情報サービス,ニューメディア事業参画への道,フジテクノシステム,,

１９８３
70 ＢＡＳＩＣによるプログラミング ー初級プログラミング講座ー,,

電子計算機通信学院,,１９８３,２３１ｐ．
69 ＴＯＴＡＬ－ＬＡＮ ローカルエリアネットワークとＯＡの構築,,

事務と経営,３５（４３７）,１９８３,ｐ．４２－４３．
68 電子ドクメンテーションコンセプトの提案, 第１３回 ドクメンテーションシンポジウム,日
本ドクメンテーテョン協会,,１９８３,ｐ７３－７５．

67 インテリジェント事務機を中心としたオフィスのモデル設計,と標準化に関する調査研究,日本
事務機工業会,,１９８３,,,,報告書

66 ＦＯＳ （Future Office System）,マンマシンインターフェースの現状と動向,
日本電子振興協会,,１９８３

65 オフィスオートメーションにおけるデータベースシステム実例,,
（データベースシステム基本技術とその応用）,,１９８３,,トリケップス

64 マイコン技法,,（池田宏明 監修 ﾏｲｺﾝｲﾝﾀｰﾌｪー ｽ技法 ﾄﾘｹｯﾌﾟｽ １９８３）
１９８３, ７８ｐ．

63 マイコン徹底研究,マイクロコンピュータ利用者認定試験のため,
日本経済新聞社,,１９８３

62 ＯＡ 機器の進歩とドクメンテーション,ＮＩＰＤＯＫ ３０,
日本ドクメンテーション協会,,１９８３

61 情報システムの機械化,第１１回 目録と索引の作成サブシステム,
ドクメンケンキュウ,２５（７）,１９７５,ｐ２８３－２９２．

60 情報システムの機械化,第１０回 データの蓄積と通信,
ドクメンケンキュウ,２５（６）,１９７５,Ｐ．２４７－２５５．

59 情報システムの機械化,第９回 入力，ディスプレイ,
ドクメンケンキュウ,２５（５）,１９７５,p１９３－２０１．

58 データ項目自由方式の病歴管理システム，医用電子と生体工学，１９８０
57 Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ａｎｄ ＲｅｓｅａｒｃｈＯｒｉｅｎｔｅｄＭｅｄｉｃａｌ

ＤａｔａｂａｓｅＳｙｓｔｅｍｕｓｉｎｇＣａｓｅｓ，
ＭＥＤＩＮＦＯ８０，１９８０

56 異なる情報検索システムを相互利用するシステム，情報処理学会，１９８１
55 ＭＵＭＰＳによる病歴検索システムのデータベースモデルとプログラム，

医用電子と生体工学，１９８０
54 情報サービスにおけるミニコンの活用，第１６回情報科学技術研究集会，

１９８０
53 情報検索のための新プログラム言語，三田図書館情報学会１９７９
52 連糸操作用の新言語， 計量国語学１１（５），１９７９
51 ミニコン用のＩＲアプリケーション開発のための高級言語の評価，
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第１５回情報科学技術研究集会，１９７９
50 医療情報サービスのための実験評価システムの開発，

第１４回情報科学技術研究集会，１９７６
49 大型とミニコンピュータにおける比較，日本ＭＵＧ学会大会，１９７７
48 ＭＵＭＰＳとその応用， シミュレーション技術研究会，１９７７
47 医療問題向き言語の開発，第１７回情報処理学会，１９７６
46 システムリード型の医療情報検索システム、

ＬｉｂｒａｙａｎｄＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＳｃｉｅｎｃｅ，１９７６
45 中毒情報検索システムとそのデータ構造,,

病院薬学,１（３）,１９７５,p１６１－１６５．
44 ＣＲＴ向きシステムリード型データベース検索の一例,,

情報処理学会第１６回大会,,１９７５
43 ディスプレイ向オンライン ＩＲ システムの設計,,

ドクメンケンキュウ,２５（１１）,１９７５,ｐ４７５－４８４．
42 対話型データベース検索システムの実演,計算活用セミナ

データベースの基礎と応用,日本科学技術連盟,,１９７５, p１４１－１７１．
41 専門図書館協議会 図書館の機械化,ー電子計算機の導入と資料管理ー,,,１９７４
40 ヨーロッパの医療システム（調査報告）,,関西情報センタ－,,１９７４
39 時分割処理による対話型データベース検索システムＩＤＥＡＳ／,,

東芝レビュ－,２９（１）,１９７４,ｐ７３－７８．
38 時分割処理による対話型文献検索システムＩＤＥＡＳ／１,,

情報管理,１５（１１）,１９７４,p８７４－８８１．
37 時分割処理による対話型データベース検索システム,,

事務管理,１３（１）,１９７４,p９５－１００．
36 対話型データベースシステムの展望,,事務管理,１３（７）,１９７４,ｐ２３－３０．
35 オンラインデータベース用レポートライタのコマンドと対話の方法,,

第１５回情報処理学会大会発表論文集,,１９７４
34 文献検索とシソーラス学習のための相互作用データベースシステム,の開発,

Library and Information Science,Ｎｏ．１２,１９７４,p２４３－２５８．
33 ＴＯＳＢＡＣ－５６００オンライン時分割データベース検索システ,ム ＩＤＥＡＳ

ぱるす,４（２）,１９７４,p３－７．
32 対話型データベース検索システムの実際ーその言語とファイル構造,,

事務と経営,２５（３０４）,１９７３,p８１－９０．
31 対話型質疑応答ｼｽﾃﾑのための指令順固定方式記述言語ﾌﾟﾛｾｯｻの開発,と評価,

第１０回情報科学技術研究集会発表論文集,,１９７３
30 シソーラスを対話型に活用するプロセッサの開発,,

情報処理学会第１４回大会,,１９７３
29 記号論理式による法令文事柄検索の一方法,,東芝技術報告 ＴＲ－２００８４, １９７３
28 ＣＲＴ ディスプレイによる情報検索,,日本工業技術センター,,１９７３,

１４－２７．
27 対話型データベース質疑応答システムＩＤＥＡＳ／１,,

ＴＯＳＢＡＣ ＮＥＷＳ,Ｎｏ．８５,１９７３,p１３－１５．
26 事柄検索としての法令検索,,計量国語学,Ｎｏ．６６,１９７３,p１－２４．,
25 Ｒｅｍｏｔｅ ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅＩＲシステム,,

第１０５回ＭＣＢ研究会 日本システム工学会,,１９７３
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24 シソ－ラス ファイルのジェネレ－ションとリアルタイムによる問,合わせ処理のプロセッサ－
設計,第９回 情報科学技術研究集会発表論文集,,１９７２

23 情報検索システムの動向,,テレビジョン,２６（８）,１９７２,p６５１－６５８．
22 ＴＯＳＢＡＣ－５６００ ＡＬＩＳＳ－２システムの設計と開発,,

東芝技術報告 ＴＲ－３０２３２,,１９７２
21 索引作成プログラム,ドクメンテーションコンピュータテキスト,

日本ドクメンテーション協会,,１９７１
20 ＴＯＳＢＡＣによる ＩＲ システムＡＬＩＳＳ,,

東芝レビュ－,２６（４）,１９７１,p４８５－４９２．
19 汎用 ＩＲ システムと ＣＯＭ の 一例,,ＭＣＢ研究会資料ＭＣＢ７１１１,１９７１
18 ＣＯＭ をサブシステムとしたアプリケーション,

,コダック情報管理システムセミナ－テキスト,,１９７１,p９－１２．
17 汎用文献検索プログラムとＣＯＭシステムの設計,第１回ドクメンテーションシンポジウム,
日本ドクメンテーション協会,,１９７１,p１５－１９．

16 記号論理式による法令文事柄検索の一方法,,日本経営情報開発協会,,１９７１
15 ＣＯＭ 専用ソフトウェアの機能と実際,,

事務と経営,２３（２７９）,１９７１,p４３－４７．
14 自然言語の処理を目的とするＩＲシステムのプログラム的考察,

Library and Infomation Science,Ｎｏ．９,１９７１,p４３９－４５８．
13 ＣＯＭ システムの調査と研究 ＴＯＳＣＯＭ,,

東芝技術報告 ＴＲ－１００７５,,１９７１
12 ＴＯＳＢＡＣ－３４００／４１ ＩＲシステム,ＡＬＩＳＳの設計と開発,

東芝技術報告 TR-30156,,１９７１
11 ＤＲ システムにおける ＣＯＭの応用,第８回情報科学技術研究集会発表論文集,

日本科学技術情報センター,,１９７１,Ｐ．３１９－３２６．
10 情報検索プログラム,ドクメンテーション・コンピュータテキスト,

日本ドクメンテーション協会,,１９７０
9 電算機による情報の蓄積と検索システムの設計,ーＡＬＩＳＳの開発と応用ー

,Library and Information Sciense,Ｎｏ．７,１９６９,p１９１－１９４．
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