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Ⅰ．名古屋大学附属図書館研究開発室規程

制 定 平成16年4月1日

（設置）

第１条 名古屋大学附属図書館に研究開発室を置く。

（目的）

第２条 研究会開発室は、大学における学術情報の収集、保存、提供等の教育支援活動の

うち、附属図書館長が定める事項に関する研究開発及び図書館情報教育を行い、もって

ハイブリッド図書館としての機能の強化を図るとともに、高度な図書館サービスの実現

に寄与することを目的とする。

（室長）

第３条 研究開発室に室長を置き、附属図書館長をもって充てる。

２ 室長は、研究開発室の業務を掌握する。

（室員）

第４条 研究開発室に、専任室員若干名を置く。

２ 専任室員は、本学大学教員のうちから、附属図書館長の推薦に基づき、総長が任命

する。

３ 第1項に定めるもののほか、研究開発室に兼任室員を置くことができる。

４ 室員は、室長の指示に従い、研究開発室の業務に従事する。

（細則）

第５条 この規程に定めるもののほか、研究開発室に関し必要な事項は、附属図書館長が

定める。

附則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。
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Ⅱ．室 員 名 簿

氏名 専門領域／所属・職名／着任

室長 森 仁志 分化情報制御

生命農学研究科・教授（附属図書館長）

2015年4月～

専任室員 石川 寛 日本史学

文学研究科・特任准教授

2010年4月～

研究員 中井えり子 西洋書誌学

研究開発室

2010年4月～2015年12月

研究員 松波京子 西洋書誌学、科学史

研究開発室

2015年4月～

兼任室員 長尾伸一 社会思想・経済思想・政治経済学

経済学研究科・教授

2002年4月～

兼任室員 塩村 耕 日本文学

文学研究科・教授

2003年4月～

兼任室員 池内 敏 日本近世史・近世日朝関係史

文学研究科・教授

2007年2月～

兼任室員 伊藤大輔 日本中世美術史

文学研究科・教授

2007年5月～

兼任室員 松原茂樹 知能情報学

情報科学研究科・准教授

2002年4月～

兼任室員 外山勝彦 知識情報処理･自然言語処理・法情報処理

情報基盤センター・教授

2013年3月～

兼任室員 小川泰弘 自然言語処理・法情報処理

情報基盤センター・准教授

2013年4月～

兼任室員 大野誠寛 知能情報学

情報基盤センター・助教

2012年4月～

兼任室員 山里敬也 通信ネットワーク工学・教育工学

教養教育院・教授

2014年4月～

兼任室員 賴 偉寧 認知科学

教養教育院・特任准教授

2014年4月～
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Ⅲ．２０１５年度事業報告

①室員及び研究開発内容

室 長 森 仁志 全体統括

専任室員 石川 寛 (１)高木家文書の文化財調査に向けた整理作業

(２)コンテンツ開発・地域連携強化

研究員 中井えり子 (１)水田文庫について

松波京子 (２)西洋初期刊本の保存

(３)西洋初期刊本の「整理規定」および「NOTE例」と「参考

資料集」の改訂

(４)ホッブズ・コレクション第 I期の目録整備

兼任教授 長尾伸一 (１)近代西洋思想史古典文献データベースの開発

兼任教授 塩村 耕 (１)附属図書館所蔵和書古典籍の調査・目録作成と〈名大シス

テム〉古典籍書誌ＤＢ構築の研究、及び文化資源活用のた

めの研究

(２)西尾市岩瀬文庫所蔵古典籍の調査・ＤＢ化、及び文化資源

活用の地域連携の研究

(３)大垣市奥の細道むすびの地記念館を通した地域連携と文化

資源の展示の研究

兼任教授 池内 敏 (１)大谷家文書の整理・翻刻

(２)大谷家文書を活用した研究論文の作成

兼任教授 伊藤大輔 今年度活動休止

兼任准教授 松原茂樹 (１)論文作成に使える英語表現の獲得

(２)ライティング支援のための文書校正

兼任教授 外山勝彦 (１)多言語翻訳支援情報基盤の構築

兼任准教授 小川泰弘 (２)日本法情報の国際的発信・共有に関する研究・開発

兼任助教 大野誠寛

兼任教授 山里敬也 (１)著作権の二次利用、とりわけ著作権のあり方および学習教

材の作成についての研究開発

兼任准教授 賴 偉寧 (１)Develop practical and constructive academic writing

workshops that integrates logical thinking education.

(２)Transform a graduate course into a library workshop series

suitable for both graduate and undergraduate students.

(３)Develop teaching materials for the workshop series.
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②活動概況（開発室全体に関する事項）

新入生歓迎展示会 ～知の森へようこそ2015～ 2015年4月3日～27日

特別展示 ～名大図書館 No.1～ 2015年5月29日～7月1日

2015年秋季特別展 時を超える贈り物－今昔ものづくり－ 2015年10月17日～11月5日

2015年秋季特別展 高木家の武（高木家文書展） 2015年11月13日～12月7日

2016年春季特別展 古文書にみる地震災害 2016年2月5日～28日

第36回トークサロン 民俗映像の記録と活用－奥三河、花 2015年7月7日

祭の継承支援と地域連携の現場から－

第37回トークサロン モノのふみをよむ－絵図と遺構で読 2015年10月20日

む高木家陣屋－

③刊行物

時を超える贈り物－今昔ものづくり－〈展示パンフレット〉 2015年10月17日発行

高木家の武〈展示パンフレット〉 2015年11月13日発行

古文書にみる地震災害〈展示図録〉 2016年2月5日発行

名古屋大学附属図書館研究年報 第13号 2016年3月31日発行

名古屋大学附属図書館研究開発室年次報告2015 2016年3月31日発行
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Ⅳ．研究開発概況

■ 森 仁志（室長・附属図書館長・生命農学研究科教授）

■ 研究開発事項

全体統括

■ 成果のリスト

〔その他の役割〕

1．国立大学図書館協会理事館館長

2．国立大学図書館協会教育学習支援検討特別委員会委員長

3．東海北陸地区国立大学図書館協会会長

4．東海地区大学図書館協議会会長

5．東海地区図書館協議会会長

6．名古屋大学高等教育研究センター主催学生論文コンテスト審査員
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■ 石川 寛（室員・文学研究科特任准教授）

■ 研究開発事項

(１)高木家文書の文化財調査に向けた整理作業

(２)コンテンツ開発・地域連携強化

■ 研究開発状況

(１)高木家文書の文化財調査に向けた整理作業

名古屋大学附属図書館が所蔵する高木家文書については、昨年度に引き続き目録

整備作業を実施し通算で5万点近くの作業を終えた。また、今年度も閲覧が不可

能となっていた日記類および絵図の修復を実施した。

(２)コンテンツ開発・地域連携強化

コンテンツ開発については、高木家文書を中核とする附属図書館所蔵資料を「エ

コ（環境共生）コレクション・データベース」（http://libst1.nul.nagoya-u.ac.
jp/eco/index.html）としてデジタル化するとともに、木曽三川流域・濃尾地域の

特色ある資料群と大学所蔵資料をデジタル上で統合し、さらに GIS 機能を搭載す

るなど、高度な活用を実現しつつある。また、地域連携強化については、高木家

文書およびこれと関連する地域資料の調査・整理を進めている。今年度は地域貢

献特別支援事業（総長裁量経費）「木曽三川流域における歴史文化遺産の調査・

整理・活用」が採択された。主な取り組みは以下の通りである。

１.大垣市牧田村吉田家文書

大垣市教育委員会の依頼により、牧田村の吉田家に受け継がれてきた資料群の調

査を昨年度に引き続いておこない、約9000点の目録データの採取を終えた。現在

は内容分類と資料撮影を進めており、2年後の目録刊行をめざしている。また、

大垣市教育委員会と今後の調査・活用方法についても協議し、成果報告会・展示

会の開催、図録等の刊行などを検討した。

２.個人所蔵の高木家文書

附属図書館所蔵の西高木家文書と密接不可分な関係にある筒井稔氏所蔵高木家文

書および高木久子氏所蔵高木家文書の調査とデジタル撮影を進めた。所蔵者のご

理解とご協力により、すでに把握済みの分に加えて新たな資料も発見することが

できた。このため改めて目録を整備して発表する予定でいる。このほか東高木家

文書（個人蔵）のうち新出治水史料1360点の整理・撮影をおこない、また北高木

家関係文書（個人蔵）についても詳細データの整理・点検をほぼ終了し次年度に

おける最終的な原本照合を経て、目録公開に進む計画でいる。
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３.養老公園資料集の編纂

養老町教育委員会が進めている養老公園関係資料集の編纂に協力し、附属図書館

および養老公園事務所・国立公文書館・国文学研究資料館が所蔵する関係資料の

収集・調査・撮影を実施した。

４.本巣市の墓所調査

本巣市が取り組んでいる船来山古墳群の整備計画の一環として、弥勒寺の旗本大

島家墓所と智勝院の戸田松平家の墓所の実地調査を実施し、併せて関連資料の収

集をおこなった。

５．展示会の開催

旗本文書のとして多彩な内容を有する高木家文書を紹介することを目的に秋季特

別展「高木家の武」展を開催した（2015年11月13日～12月7日、担当は長屋隆幸）。

高木家の軍備・武術に関わる古文書・絵図類・合戦図などを通じて、高木家のな

かで軍備・武術がどのように扱われ、変遷していったのか、従来あまり注目され

てこなかった武士の側面に焦点をあてた。入場者は437人にのぼった。

６.「歴史地震」研究

環境学研究科附属地震火山研究センターの山中佳子准教授が代表をつとめる「古

文書を用いた南海トラフ超巨大地震の地震発生メカニズムの解明」（災害の軽減

に貢献するための地震火山観測研究計画）および「古文書解読からわかる地震活

動・被害実相比較による南海トラフ巨大歴史地震像の解明」（基盤研究（Ａ））に

参加し、当館所蔵の西高木家文書や徳川林政史研究所所蔵の尾張徳川家文書など

の調査・収集と解読を進め、古文書に残された安政東海地震の情報を抽出した。

また、研究成果の一環として春季特別展「古文書にみる地震災害」（2016年2月5

日～28日）を開催し、図録を作成した。

■ 成果のリスト（図書館関係のみ）

〔論文等〕

1．「高木三家と埋御門―「西高木家陣屋と高木家文書」補遺―」

『名古屋大学附属図書館研究年報』13 2016年3月

2.『高木家の武』 展示パンフレット 2015年11月

3.『古文書にみる地震災害』 展示図録 2016年2月

4.「交流コラム～現場から～ 《名古屋大学附属図書館研究開発室から》」

岐阜大学地域科学部地域史料・情報センター『地域史料通信』7 2105年10月

― 7 ―



■ 中井えり子（研究員・研究開発室）

松波 京子（研究員・研究開発室）

■ 研究開発事項

(１)水田文庫について

(２)西洋初期刊本の保存

(３)西洋初期刊本の「整理規定」および「NOTE例」と「参考資料集」の改訂

(４)ホッブズ・コレクション第 I期の目録整備

■ 研究開発状況

(１)水田文庫について

・2015年度に寄贈された一般研究図書の受入れ準備を行った。

・水田文庫を補完する資料を選定した。

・2015年度に水田珠枝先生より寄贈された貴重書について、目録データを精査、

より詳細な目録情報を提供するとともに、学外の書誌学者の援助を得ながら校

合式の付与をおこなった。

(２)西洋初期刊本の保存

・専門修復業者による修復が必要な版本を専門家に依頼するとともに、2016年度

に修復依頼する版本を選定した。

・学生ワークスタディ事業で学生アルバイトを雇用し、水田珠枝先生寄贈の貴重

書とホッブズ・コレクション Iを対象に、革装本の革磨きを行った。

(３)西洋初期刊本の「整理規定」および「NOTE例」と「参考資料集」の改訂

図書情報係を支援し、これらのツールを同係が学内のスタッフページに掲載す

ることに貢献した。

(４)ホッブズ・コレクション第 I期の目録整備

ホッブズ・コレクション第 I 期について、学外の書誌学研究者とともに、昨年

度事業を継続し、目録整備を進めた。

■ 成果リスト

〔論文〕

1．中井えり子 「『水田文庫貴重書目録』 編集後記」 『名古屋大学附属図書館研究年報』

第13号 （2016年3月）
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■ 長尾伸一（兼任室員・経済学研究科教授）

■ 研究開発事項

(１)近代西洋思想史古典文献データベースの開発

■ 研究開発概況

(１)近代西洋思想史古典文献データベースの開発

①来年度以後、水田文庫と従来の西洋近代思想史関係貴重資料を統合するデータ

ベースを作成し、併せて研究・教育サーヴィスを向上するための研究計画を企

画し、26年度に向けた科研申請を行った。通常の基盤研究として申請したため、

取り扱いは経済学研究科とした。

②水田文庫の追加受け入れが続いたため、研究費を用いて整理を行った。

■ 成果のリスト

〔著書〕

1．坂本 達哉・長尾 伸一 (編)『徳・商業・文明社会』、京都大学学術出版会、2015年4月、4

12ページ。

2．国際学会ラウンドテーブルオーガナイズ

Utility and Sociability in the 18th Century East and West, the 14th Congress for 18

th Century Studies, Erasmus University, Rotterdam, 31th July, 2015.
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■ 塩村 耕（兼任室員・文学研究科教授）

■ 研究開発事項

(１)附属図書館所蔵和書古典籍の調査・目録作成と〈名大システム〉古典籍書誌ＤＢ構

築の研究、及び文化資源活用のための研究

(２)西尾市岩瀬文庫所蔵古典籍の調査・ＤＢ化、及び文化資源活用の地域連携の研究

(３)大垣市奥の細道むすびの地記念館を通した地域連携と文化資源の展示の研究

■ 研究開発概況

(１)附属図書館所蔵和書古典籍の調査・目録作成と〈名大システム〉古典籍書誌ＤＢ構

築の研究、及び文化資源活用のための研究

・前年度に引き続き、附属図書館所蔵の古典籍の調査及びＤＢ化作業をすすめた。

・〈名大システム〉古典籍書誌ＤＢの運営・改善を支援した。

・「古書の会」月例会を主宰、図書館職員・一般市民・学生が参加して、古文献の

読解能力と古典籍取り扱い能力の向上に努めた。

(２)西尾市岩瀬文庫所蔵古典籍の調査・ＤＢ化、及び文化資源活用の地域連携の研究

・前年度に引き続き、岩瀬文庫所蔵古典籍の悉皆調査及びＤＢ化作業をすすめた。

・既に試験公開中の岩瀬文庫書誌ＤＢのデータを改善した。

・講演会及び岩瀬文庫に於ける展示を通して、岩瀬文庫の価値や悉皆調査の意義

について社会に情報を発信した。

・2015年10月に西尾市で催された第10回「にしお本まつり」に実行委員会相談役

として参加し、書物を通した町おこしという地域連携に取り組んだ。

(３)大垣市奥の細道むすびの地記念館を通した地域連携と文化資源の展示の研究

・同記念館の展示の総合監修を務め、展示の改善、企画展示、館での文化活動、

館の広報活動について、立案・協力を行った。

■ 成果のリスト

〔論文〕

1．「文明劣化防止装置としての文学部」．『日本古書通信』1033号．2015年8月．2-3頁

2．「文学部の文明史的意義について」．『皇學館論叢』48号2号．2015年8月．1-25頁

〔講演〕

1．「人文学の継承のために古書とどう付き合うか」．2015年6月10日．金城学院大学日本語

日本文化学会春季大会 ※講演

2．「江戸時代文人の手紙を楽しむ」．2015年6月13日．東洋文化振興会（於新日本法規出

版㈱本社別館） ※講演

3．「文学部の文明史的意義について」．2015年7月5日．皇學館大学人文学会大会 ※講
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演

4．「見ぬ世の人を友とせむ」．2015年7月31日．名古屋大学「学びの杜」 ※講演

5．「西鶴の教えてくれる武士道」．2015年8月7日．サロン・ド・有本 ※講演

6．「忠順翁の手紙を読む」．2015年9月5日・10月3日・11月7日・12月5日．村上忠順翁顕彰

会（於豊田市高岡町区民会館） ※連続講演

7．「書は人なり―その９」．2015年9月10日．主催「ともしび」（女性市民団体、於岐阜市寺町

瑞龍寺） ※講演

8．「奥の細道はどうして大垣で終わるのか―芭蕉文学と死の意識」．2015年10月12日．第39

回日本死の臨床研究会（於長良川国際会議場） ※講演

9．「岩瀬文庫本をちょっとだけ専門的に読む～古典文学ゼミナール入門⑦」．2015年10月2

4日．にしお本まつり（於西尾市岩瀬文庫） ※講演

10．「古書の王国愛知県―版本・写本・古書簡の楽しみ方」．2015年10月31日．半田市立図

書館講演会 ※講演

11．「あなたと私が大学に行く人類史的意味」．2014年11月12日．名古屋市立菊里高校「総

合的な学習の時間・探求」 ※渡邊誠一郎（環境学研究科）とともにパネル・ディスカッ

ション

12．「見ぬ世の人を友とすること」．2015年11月13日．愛知県立半田高等学校「大学・学部・

学科研究会」 ※講演

13．「文学部の文明史的任務」．2015年11月28日．安田女子大学日本文学会学術講演会

※講演

14．「今年度の資料調査からわかったこと」．岩瀬文庫特別講座（於西尾市岩瀬文庫）．2016

年3月13日 ※講演

〔著書〕

1．『（村上忠順叢書第十七）忠順翁の手紙を読む』（単著）．2016年3月（予定）．村上忠順

翁顕彰会刊．頁数未定 ※2015年度に催した四方樹大学の講義を講義録として刊行し

たもの。

〔その他〕

1．「武士道が日本を救う」．2015年6月24日．朝日新聞（名古屋版） ※署名記事

2．展示図録『こんな本があった！―岩瀬文庫平成悉皆調査中間報告展13―』．2016年3月

（予定）
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■池内敏（兼任室員・文学研究科教授）

■ 研究開発事項

(１)大谷家文書の整理・翻刻

(２)大谷家文書を活用した研究論文の作成

■ 研究開発概況

(１)大谷家文書の整理・翻刻

大学院生を雇用して史料翻刻作業を進めている。大学院生の翻刻分を池内の方

で点検して、最終的な翻刻資料として完成させようと考えているが、思いのほか

時間を要しており、まだ完成するには至っていない、年度をまたいで、新年度早

々の時期には完成させたく考えている。

(２)大谷家文書を活用した研究論文の作成

①大谷家文書を活用して江戸時代における大谷家の海上活動を再現する論稿を整

理した。

②大谷家文書の本体ではないが、大谷家に伝来する資料で、大谷家文書の整理に

かかわる史料を活用して、1950年代の日本外務省による大谷家文書の抽出調査

にかかわる論稿を書いた。

■ 成果のリスト

〔論文〕

1．「日本外務省の大谷家文書調査」『名古屋大学附属図書館研究開発室年報』13（2016年

3月）

〔著書〕

1．『竹島―もうひとつの日韓関係史』中公新書（2016年1月25日刊行）
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■ 松原茂樹（兼任室員・情報科学研究科准教授）

■ 研究開発事項

(１)論文作成に使える英語表現の獲得

(２)ライティング支援のための文書校正

■ 研究開発状況

(１)論文作成に使える英語表現の獲得

論文の作成において、論文に特有の表現を駆使することが重要である。そのよ

うな表現のいくつかは、コロケーションと呼ばれる、言語的あるいは慣用的な結

びつきをもつ単語の系列として表現される。論文作成に有用なコロケーションを

大量に収集し、辞書として整理すれば、英語に論文作成経験に乏しい学生などに

よる論文執筆の教材として有用である。これまでに、コーパスからコロケーショ

ンを抽出する手法は数多く提案されているが、その多くは、2 単語間の結合度を

評価し、コロケーションを抽出している。そのため、単語バイグラムのコロケー

ションしか抽出することができない。

本研究では、依存構造が付与されたコーパスからコロケーションを自動抽出す

る手法の開発に取り組んだ。開発した手法は、以下の特徴を備えている。

・３つ以上の単語から構成されるコロケーションを抽出できる。

・文中の離れた場所に単語が出現するコロケーションを抽出できる。

本手法では、これまでに提案された結合度の評価尺度を依存構造に適用できるよ

うに拡張する。これにより、上述の特徴を持つコロケーション抽出が実現できる。

(２)ライティング支援のための文書校正

留学生など日本語による文章作成経験が乏しい学生にとって、適切な語順で日

本語文を作成することは必ずしも容易ではない。日本語は語順が比較的自由であ

るといわれているものの、語順に関する選好がないわけではなく、そのために、

文法的には間違っていないものの読みにくい語順をもった文が作成されることが

あるためである。

本研究では、読みにくい語順の日本語文に対して、読みやすい語順となるよう

に文節を並べ替える手法の開発を進めた。本手法では、係り受け構造が付与され

ていない文を入力とし、係り受け解析と語順整序を同時に行う。係り受けと語順

の適切さを同時に考慮することにより、読みやすい語順に精度よく整えることが

できる。評価実験では、文法的には間違っていないものの読みにくい語順をもつ

文を新聞記事から擬似的に作成し、それらに対して語順整序を実行した。元の新

聞記事文の語順を正解としたときの、語順整序結果との一致を測定した結果、本

手法による語順整序結果は、比較のために設定した二つのベースラインと比べ高
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い正解を達成しており、本手法の有効性を確認した。

■ 成果リスト

〔論文〕

1．岡本康佑，松原茂樹，長尾確：会議における発言の音響的特徴と言語的特徴に基づく

自動評価，情報処理学会第78回全国大会論文集 (2016).

2．大野誠寛，吉田和史，加藤芳秀，松原茂樹，係り受け解析との同時実行に基づく日本語

文の語順整序, 電子情報通信学会論文誌, Vol. J99-D, No. 2, pp. 201-213 (201

6).

3． Tomohiro Ohno, Kazushi Yoshida, Yoshihide Kato, Shigeki Matsubara: Japanese

Word Reordering Executed Concurrently with Dependency Parsing and Its

Evaluation, Proceedings of the 15th European Workshop on Natural Language

Generation, pp. 61-65 (2015).
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■ 外山 勝彦（兼任室員・情報基盤センター教授）

小川 泰弘（兼任室員・情報基盤センター准教授）

大野 誠寛（兼任室員・情報基盤センター助教）

■ 研究開発事項

(１)多言語翻訳支援情報基盤の構築

(２)日本法情報の国際的発信・共有に関する研究・開発

(a) 英文官報を利用した日本法情報の抽出

(b) 法令の統計的機械翻訳手法の開発

(c) 法令文書構造化手法の開発

■ 研究開発状況

(１)多言語翻訳支援情報基盤の構築

大学の国際化が叫ばれて久しい昨今，日本語だけでなく，できるかぎり多様な

言語で適切でタイムリーな情報提供が行われ，教育・研究・大学運営の各レベル

で良好なコミュニケーション環境を提供することが望ましい．良好なコミュニケ

ーション環境の実現には，各レベルで各種情報を翻訳するという課題が付随する．

そこで，学内の翻訳作業において生じている各種問題に対処し，情報の多言語化

の促進，および大学の国際化に貢献することを目的として，学内における各種文

書の多言語翻訳を支援する情報基盤サービスの構築を昨年度に引き続き推進した．

本年度実施した項目を以下に示す．

【翻訳支援ソフトウエアの保守管理・ライセンス追加・運用テストの実施】

学内文書の多言語翻訳を支援する情報基盤サービスの構築の一環として，翻訳

支援ソフトウエアとして著名な SDL 社の Trados 関連ソフト一式（SDL Trados

Studio2014，及び Group Share Server2014）を昨年度に導入していた．本年度はこ

れらのソフトウエアの保守管理とライセンス追加を行うとともに，運用テストを

実施した．具体的な実施内容を以下に示す．

(a)昨年度導入した以下の SDL Trados関連ソフトウエアのバージョンを2014から2

015にアップグレードした．

① SDL Trados Studio 2014 Professional (Network License)×2

② License Server Manager2014（上記 Network Licenseのライセンス管理サー

バ）

③ SDL GroupShare Server 2014 Level 2 (TM Server / MultiTerm Server /

Project Server)

なお，昨年度購入した「SDL Trados Studio 2014 Professional (Single User

License)×2」については，経過措置として当面の間，2014のまま利用するこ
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ととした．

(b)教育推進部事業推進課英文化推進ワーキングと連携して，以下のソフトウエア

のライセンスを追加購入し，上述の昨年度購入したライセンスと合わせて利用

できるように整備した．

① SDL Trados Studio 2015 Professional (Network License)×20

＊昨年度購入したものと合わせて Network Licence数は22となった．

② SDL GroupShare Server 2015 Level 2 (TM Server / MultiTerm Server /

Projext Server) の接続 CAL×12

＊昨年度購入したものと合わせて接続 CAL数は22となった．

(c)学内各部局の事務が SDL Trados Studio 2015 (Network License) と Group

Share Server 2015を利用することを想定し，教育推進部事業推進課との連携の

上で，翻訳作業の運用テストを実施した．まず，事務用 LANから SDL Trados

Studio 2015 (Network License) を利用できるようにするため，事務用ファイ

アウォールの設定変更を行い，起動テストを実施した．その後，学内文書の翻

訳作業者（教育推進部事業推進課の担当者）に SDL Trados Studio 2015

(Network License)と Group Share Server 2015を実際に使用してもらい，今後

の学内展開に向けた運用方針の検討を行った．

【翻訳メモリと用語集の整備】

学内情報翻訳データベース NUTRIAD 上のデータ等に基づいて翻訳メモリと用

語集を整備し，これらを翻訳支援ソフト Trados Studioと GroupShare Serverから

利用できるようにした．具体的には以下の整備を行った．

(a)翻訳メモリの分割

昨年度整備した翻訳メモリ（学内情報翻訳データベース NUTRIAD 上の学内文書

対訳用例411,410文から構築した112,496件）を，規定集ドメイン用の翻訳メモ

リ（20,039件）とそれ以外のドメイン用の翻訳メモリ（93,537件）とに分割し，

翻訳対象のドメインに応じて翻訳メモリを選択できるようにした．

(b)用語集の整備

以下の2つの用語集（TermBase）を新規に構築した．

① NUTRIAD の「英語表記の作成・使用に関するガイドライン －組織・職

名編－」から構築した用語集：3,742エントリ（英語 Term: 4,906，日本

語 Term: 3,742）

② 法務省・日本法令外国語訳データベースシステム（JLT）から提供されて

いる「法令用語日英標準対訳辞書」から構築した用語集：443エントリ（英

語 Term: 542, 日本語 Term: 443）

【統計的機械翻訳エンジンの導入と動作確認の実施】

昨年度以来，導入・整備を行っている翻訳支援ソフトウエア（いわゆるコンピ
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ュータ支援翻訳ツールや CAT ツールと呼ばれるソフトウエアを意味し，SDL

Trados はその一種）では，翻訳対象文と同一または類似の原文が翻訳メモリ上に

存在する場合は，その対訳文を自動的に引用し作業者に翻訳候補を提示できるが，

類似した原文が翻訳メモリ上に存在しない場合は，翻訳候補を提示できない．そ

のような場合でも翻訳候補を提示し翻訳作業を支援できるようにするため，統計

的機械翻訳エンジンを導入し，その動作確認を行った．具体的には，川村インタ

ーナショナルの統計的機械翻訳エンジン Globalese（アカデミックライセンス）を，

学内の仮想サーバ（CentOS 7）上にインストールした．また，統計的機械翻訳用

の学習データとして昨年度構築した翻訳メモリ112,496件を利用して，Globalese

の動作確認を実施した．さらに，Globaleseと SDL Trados Studio 2015の連携方法

を確認した．

(２)日本法情報の国際的発信・共有に関する研究・開発

グローバル化した社会・経済において，日本に関する産業上あるいは学術上の

さまざまな情報を発信し，世界と共有することは，極めて重要である．そのため

には，それらの情報を外国語に翻訳する必要がある．本研究は，そのような情報

の翻訳を支援するための技術の開発と翻訳に関わる言語資源の構築を目的とする

ものである．

特に，日本の法令は，日本の社会制度に関する情報を集約した文書の一つであ

り，それを国際的に発信・共有するための技術の開発や言語資源の構築に焦点を

当てる．翻訳された日本法令は，比較法研究など学術上の基礎資料となるだけで

なく，日本の法制度の透明性確保による国際取引の円滑化や対日投資の促進，法

制度の国際的協調と国際標準確立への日本法の反映，発展途上国・体制移行国で

の法整備支援における日本法に関する情報提供，在留外国人に対する法情報の提

供と日本社会・文化への理解促進に貢献する．

(a)「英文官報」を利用した日本法情報の抽出

「英文官報」（Official Gazette English Edition）は官報の英訳版であり，GHQの

要請により戦後占領期（昭和21～27年）にだけ発行されていたものである．英文

官報のうち本紙・号外については全2,802号の発行が確認されているが，本学法学

研究科法情報研究センターがそのうち1,975号（70%）を収集し，それは現在，当

附属図書館の所蔵となっている．また，同センターは，未所蔵分について，国立

国会図書館，国立公文書館等に所蔵されているものを利用することにより，全2,802

号の画像を作成し，公開している（http://jalii.law.nagoya-u.ac.jp/project/jagasette/）．

一昨年度は，全2,802号に掲載されている全英訳法律1,624本および昭和21年か

ら日本国憲法施行以前に公布された法律152本の和文について文字起こしを行して

テキストデータを作成するとともに，国立印刷局・官報データベースから残りの

法律1,472本の和文テキストデータを抽出し，文対応付き日英対訳コーパス
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（156,562文）を構築した．これは，法令文書の翻訳の品質向上に対して有用な言

語資源である．

【「英文官報」掲載法律に対する日英対訳コーパスからの対訳法令用語自動抽出】

本年度は，この対訳コーパスから法令用語の日英対訳表現を自動抽出した．具

体的には，日英両文に対して，国立国語研究所が提供する近代文語形態素解析辞

書（近代文語 UniDic）を用いて形態素解析を施した後，名詞の出現頻度と両言語

の名詞間における翻訳確率を求めた．その結果，出現頻度30回以上，翻訳確率0.2

以上の普通名詞について，正確な日英対訳表現として927組を抽出した．その内訳

は，法務省・法令外国語訳データベースシステム（JLT）から提供されている「法

令用語日英標準対訳辞書」（4,786語）に収録されたものと同じもの168組，標準対

訳辞書と日本語見出し語は同じであるが英訳が異なるもの123組，標準対訳辞書に

収録されていないもの636組であった．なお，この927組のうち，旧字体で表記さ

れた日本語単語とその訳語からなるものは68組であった．旧字体表記は，日本語

見出し語に対する別の表記であるかどうかを判断し，その情報を付加した．

(b)法令の統計的機械翻訳手法の開発

昨年度に続き，「法令のあらまし」文書の統計的機械翻訳手法の改良を行った．

また，法令の統計的機械翻訳の精度向上を目指して，昨年度に開発した複単語表

現の自動抽出手法をもとに，複単語表現対訳辞書を構築し，それを用いて法令の

統計的機械翻訳を行う手法を開発した．

【「法令のあらまし」の統計的機械翻訳手法の改良】

「法令のあらまし」は法令（条約，法律，政令）の要約文書であり，法令公布

と同時に官報に掲載され，日本法に関する情報を法令原文よりも容易に把握でき

る．昨年度までに，「法令のあらまし」の日英統計的機械翻訳の基礎的な手法とし

て，元の法令文を学習データとして使用する手法を開発するとともに，「法令のあ

らまし」に出現する文（あらまし文）から括弧を用いた表現を抜き出すことによ

り文を分割し，それらを学習コーパスや翻訳の入力文とする改良手法を開発した．

しかし，統計的機械翻訳において原言語と目的言語における語順の違いは対応が

容易ではなく，翻訳精度の低下につながる．このことは，日英翻訳の場合や，長

文の翻訳の場合には顕著である．さらに，長文が多い法令文を学習データとして

使用することや，翻訳対象であるあらまし文も一般に元の法令文より短いとはい

え，長文が多く含まれていることも問題である．

そこで本年度は，あらまし文の語順を事前に並び替える手法を開発した．すな

わち，日本語文の語順を英語の語順にあらかじめ並び替えてから翻訳する．さら

に，入力文の長さに応じて事前並び替えの有無を分ける翻訳手法を新たに提案し

た． JLT に収録されている法令文日英対訳コーパス364,936文（620 法令）をク

リーニングして得られた316,315 文を学習データとし，パラメータ調整用にあら
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まし文200 文（平成23年公布2法律）を用い，あらまし文1,742文（平成22年公布

72 法律）に対して翻訳実験を行った．なお，並び替え規則の学習ツールとして知

られている laderを用い，事前並び替えの有無は50形態素を基準とした．昨年度に

開発した括弧付き表現の処理も合わせて翻訳実験を行ったところ，機械翻訳結果

の自動評価指標 BLEU は37.72 から39.14に，また，同じく自動評価指標 RIBES

は73.40 から75.68 に，それぞれ有意に向上した．この結果から，本手法の有効

性を確認できた．

【複単語表現対訳辞書を用いた法令の統計的機械翻訳手法の開発】

複単語表現は複数の単語から構成される表現であるが，その中には，「民事訴訟

法」などのように，その対訳が構成的でないもの，すなわち，表現を構成する各

単語の対訳を単に組み合わせるだけでは全体の対訳が得られないものが含まれて

いる．また，法令文において用いられる複単語表現には，「するものとする」など

のように機能的な定型表現が多く，それらは対訳が構成的でないだけでなく，法

令文の慣習に従った特定の意味を持つものが含まれている．そのような複単語表

現の存在は，統計的機械翻訳の精度低下の一因となる．その理由は，統計的機械

翻訳では単語アライメントを用いて対訳文から語句の対訳を獲得するが，対訳が

構成的でない複単語表現においては単語アライメントが失敗しやすいからである．

したがって，複単語表現対訳辞書の構築と利用は，単語アライメント，ひいては

統計的機械翻訳の精度向上に貢献する．また，複単語表現対訳辞書は，人手によ

る翻訳においても効果があると考えられる．

そこで，複単語表現辞書の構築手法とそれを用いた統計的機械翻訳手法を開発

した．複単語表現とその対訳の抽出手法としては，単語アライメントの誤りを利

用するものが知られているが，本研究ではそれを改良し，複単語表現の対訳抽出

には Dice 係数を用いる手法を利用した．また，複単語表現とその対訳を集積した

辞書を単トークン化と呼ばれる手法によって統計的機械翻訳に適用した．JLT 収

録の法令日英対訳コーパス166,977 文（313 法令）のうち，151,951文（283法令）

を学習データ，残りの15,026 文（30 法令） をテストデータとして実験を行った

ところ，5,414 語からなる複単語表現日英対訳辞書を構築することができ，さら

に，この辞書を統計的機械翻訳に適用し， BLUE を用いて検証したところ，スコ

アは30.32から31.26に有意に向上し，本手法の有効性を確認できた．さらに，本

手法は，複単語表現日英対訳辞書を人手によって修正しない場合でも修正する場

合と遜色がない性能をもつことを示した．

(c)法令文書構造化手法の開発

日本法に関する情報を国際的に発信・共有するために，法令文書の構造化手法

を開発した．特に，国際標準の文書形式で日本法令を提供する手法として，日本

法令および「法令のあらまし」を Akoma Ntoso 形式で構造化する手法を開発した．
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Akoma Ntoso （Architecture for Knowledge-Oriented Management of Any Normative

Texts using Open Standards and Ontologies）は法令文書等の構造化のための国際標

準規格であり，国際標準化団体 OASIS によって2012 年に採択された．

【日本法令スキーマから Akoma Ntosoへの変換手法の開発】

Akoma Ntosoとして定められた文書スキーマは，さまざまな国や組織で用いら

れる広義の法令文書を扱うために柔軟な設計がなされているが，一方で，構造化

の方法に一貫性がなく，文書の相互運用性を損ねる可能性がある．本研究ではこ

の問題を指摘した上で，それを回避するための手段として，JLT で提供される日

本法令の XML 文書型定義「日本法令スキーマ」に着目し，日本法令スキーマに

準拠した構造化文書を Akoma Ntoso 形式に変換する手法を提案した．日本法令ス

キーマは我々が日本法令の構造に特化して設計したものであり，一貫性を持った

文書構造化が可能である．Akoma Ntoso と日本法令スキーマの設計を比較・分析

し，法令の文書構造化で用いる構造要素103個に対して131 件の変換ルールを定義

し，また，「法令のあらまし」の文書構造化で用いる構造要素43 個に対して54 件

の変換ルールを定義した．また，それぞれについて，Akoma Ntoso 形式で構造化

された文書が含むことができる構造要素・属性を整理し，Akoma Ntosoのサブセ

ットである詳細スキーマを作成した．また，Akoma Ntosoの規格のままでは，日

本法令に対して不自然な構造化が発生することも指摘した．

さらに，この法令に対して，上述のスキーマ変換を行うツールを開発し，日本

法令スキーマによって正しく構造化された法令文書1,242件に対して，変換後の文

書は Akoma Ntoso 形式として妥当であることを確認できた．

■ 成果のリスト

〔学術雑誌論文（査読有）〕

1.Gen Kawachi, Yasuhiro Ogawa, Makoto Nakamura, Tomohiro Ohno, Katsuhiko

Toyama: Daily News on Japanese Legislation toward International Sharing of

Japanese Legal Information, Journal of Open Access to Law, Vol.3, No.1, 19

pages (2015).

2.大野誠寛, 松原茂樹: 文節間の依存・非依存を同定する漸進的係り受け解析, 電子情

報通信学会論文誌, Vol. J98-D, No. 4, pp. 709-718 (2015).

3.大野誠寛, 吉田和史, 加藤芳秀, 松原茂樹: 係り受け解析との同時実行に基づく日本

語文の語順整序, 電子情報通信学会論文誌, Vol. J99-D, No. 2, pp. 201-213

(2016).

4.Satomi Sakamoto, Yasuhiro Ogawa, Makoto Nakamura, Tomohiro Ohno,

Katsuhiko Toyama: Utilization of Multi-Word Expressions to Improve Statistical

Machine Translation of Statutory Sentences, New Frontiers in Artificial
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Intelligence: JSAI 2015 Conference and Workshops, Revised Selected Papers,

Lecture Notes in Computer Science, Springer (2016) （採録決定）.

5.Kouhei Okada, Yasuhiro Ogawa, Makoto Nakamura, Tomohiro Ohno, Katsuhiko

Toyama: Improvement of Translation Accuracy for the Outlines of Japanese Statutes

by Splitting Parenthesized Expressions, Journal of Open Access to Law, Vol.14,

No.1, 16 pages (2016).

6 .Makoto Nakamura, Yasuhiro Ogawa, Katsuhiko Toyama: Development of

Diachronic Terminology from Japanese Statutory Corpora, Journal of Open Access

to Law, Vol.4, No.1, 16 pages (2016).

〔国際会議論文（査読有）〕

1.Tomohiro Ohno, Kazushi Yoshida, Yoshihide Kato, Shigeki Matsubara: Japanese

Word Reordering Executed Concurrently with Dependency Parsing and Its

Evaluation, Proc. 15th European Workshop on Natural Language Generation, pp.

61-65, Brighton, United Kingdom (2015).

2.Kouhei Okada, Yasuhiro Ogawa, Makoto Nakamura, Tomohiro Ohno, Katsuhiko

Toyama: Improvement of Translation Accuracy for the Outlines of Japanese Statutes

by Splitting Parenthesized Expressions, Proc. 7th Int. Conf. on Knowledge and

Systems Engineering, pp. 67-72, Ho Chi Minh, Vietnam (2015).

3.Gen Kawachi, Makoto Nakamura, Yasuhiro Ogawa, Tomohiro Ohno, Katsuhiko

Toyama: Applying the Akoma Ntoso XML Schema to Japanese Legislation, Proc.

2015 Law via the Internet Conf., 21 pages, Sydney, Australia (2015).

4.Yoshiharu Matsuura, Katsuhiko Toyama, Amy Huey-Ling Shee, Yasuhiro Ogawa,

Lee Heejeoung, Ding Xiangshun: Development of the CJKT (China, Japan,

Korean and Taiwan) Multilingual Translation Dictionary of Law, Proc. 2015 Law

via the Internet Conf., 9 pages, Sydney, Australia (2015).

5.Makoto Nakamura, Yasuhiro Ogawa, and Katsuhiko Toyama: Development of the

Diachronic Terminology from a Japanese Statutory Corpus, Proc. 2015 Law via

the Internet Conf., 6 pages, Sydney, Australia (2015).

6.Satomi Sakamoto, Yasuhiro Ogawa, Makoto Nakamura, Tomohiro Ohno,

Katsuhiko Toyama: Utilization of Multi-Word Expressions to Improve Statistical

Machine Translation of Statutory Sentences, Proc. 9th Int. Workshop on

Juris-informatics., pp.153-166, Kanagawa, Japan (2015).

〔大会発表〕

1.小酒井款雄, 小川泰弘, 大野誠寛, 中村誠, 外山勝彦: 統計的モデルと翻訳メモリを

併用した機械翻訳, 平成27年電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会講演論文

集， D3-5, 1 page (2015)．
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2.岡田浩平, 小川泰弘, 大野誠寛, 中村誠, 外山勝彦: 事前並び替えによる「法令のあ

らまし」の翻訳精度向上, 平成27年電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会講演

論文集， D3-6, 1 page (2015)．（大会奨励賞受賞）

3.東雲智史, 小川泰弘, 大野誠寛, 中村誠, 外山勝彦: 法令文の読みやすさとは何か,

平成27年電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会講演論文集， D3-7, 1 page

(2015)．

4.村田匡輝, 大野誠寛, 松原茂樹: 会話ロボットにおける繰り返し応答の生成, 第14回情

報科学技術フォーラム (FIT2015), E-024, 2 pages (2015).

5.大野誠寛, 松原茂樹: 漸進的係り受け解析の出力構造 －人間の文解析過程のアノテ

ーション－, 言語処理学会第22回年次大会発表論文集, 4 pages (2016) (発表予

定).

6.岡田浩平, 小川泰弘, 大野誠寛, 中村誠, 外山勝彦: 文長に応じた事前並び替えに

よる法令のあらましの翻訳，言語処理学会第22回年次大会発表論文集, 4 pages

(2016) (発表予定).

7.坂本聡美, 小川泰弘, 大野誠寛, 中村誠, 外山勝彦: 対訳複単語表現を利用した法

令文の統計的機械翻訳, 言語処理学会第22回年次大会発表論文集, 4 pages (2016)

(発表予定).

8. 小川泰弘, 外山勝彦: Bilingual KWIC － 対訳表現抽出の可視化による翻訳支援,

言語処理学会第22回年次大会ワークショップ「言語処理の応用」, 8 pages (2016)

（発表予定）.
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■山里敬也（兼任室員・教養教育院教授）

■ 研究開発事項

(１)著作権の二次利用、とりわけ著作権のあり方および学習教材の作成についての研究

開発

■ 研究開発状況

(１)著作権の二次利用、とりわけ著作権のあり方および学習教材の作成についての研究

開発

著作権の二次利用、とりわけ著作権のあり方および学習教材の作成について大

学学習資源コンソーシアム（CLR）と連携をとりつつ進めた。今年度は学術商用

出版社からの著作物の二次利用を念頭にデジタル教材の試作実験を行うべく、学

術商用出版社等との協議を進めたが、学術商用出版社から試作実験に対しての二

次利用権の許諾が得られず、来年度以降に持ち越しとなった。なお、この過程で

大学生協の強いコネクションに期待して、大学生協から学術商用出版社への交渉

をお願いしたが、うまくいかず、頓挫している。

一方で、学術出版物の二次利用については CLR の活動に呼応する形で、東京大

学にＤＮＰ学術電子コンテンツ研究寄附講座が新設されている。今後、この講座

を中心に、学術出版物の二次利用が大きく展開する可能性もあり、注目している。

2月9日に開催された「これからの学術デジタル・アーカイブ」と題したシンポジ

ウムでも、東大吉見副学長より、新しいデジタル知識基盤としての大学図書館の

役割として、学術情報の体系的な収集、蓄積、提供に加えて、大学で新しく生成

される学術情報の収集、蓄積、提供もあることが示唆された。

愚稿にも書いたが、これは、大学で新しく生成される学術情報への書誌情報の

付与，その利活用の条件の明示（このための権利処理システムの確立）、そしてそ

の学術情報が広く認知されように公開するための仕組みが必要となる。この考え

はオープンデータ、オープンサイエンスとも付合する。もっとも愚稿は、オープ

ン教材の観点でまとめたので、オープンデータ、オープンサイエンスの側面は議

論が不足している点は否めない。

オープンデータの観点から言うと、リンクドオープンデータ(LOD: Linked Open

Data)がひとつの解である。国立国会図書館では既に LOD を進めており、早晩、

大学図書館も LOD化の波にのまれるであろうから、早めに検討を始めるのがよい。

■ 成果のリスト

〔論文〕

1．山里，名古屋大学で無償公開されている教材 -教材のオープン化と大学図書館の役

割-附属図書館研究開発年報， No.13, 2016年
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■ LAI Wai Ling 賴 偉寧(兼任室員・教養教育院特任准教授)

■ 研究開発事項

(１)Develop practical and constructive academic writing workshops that integrates logical

thinking education.

(２)Transform a graduate course into a library workshop series suitable for both graduate

and undergraduate students.

(３)Develop teaching materials for the workshop series.

■ 研究開発状況

(１)Develop practical and constructive academic writing workshops that integrates logical

thinking education.

The aim of this research is to transform a graduate course into an annual library

workshop series titled "Academic Writing and Logical Thinking Skills". The goal of

the course is to help graduate students, through a step-by-step training in logical

thinking, develop the skills needed to write a clear and convincing academic paper for

publication at a high international level. The goal of the workshop series is to teach

students the necessary components of writing a satisfactory research paper.

(２)Transform a graduate course into a library workshop series suitable for both graduate

and undergraduate students.

Between May and June in 2015, a series of workshops titled "Academic Writing and

Logical Thinking Skills" were held at the Discovery Square, Central Library, Nagoya

University. Developing from the teaching materials used in the graduate course, the

workshops were designed for both undergraduate and graduate students to help them

write a clear and convincing paper. Around forty people participated in the

workshops, and around thirty participants were awarded a certificate of completion.

There was one faculty member among those who received the certificate.

(３)Develop teaching materials for the workshop series.

A series of workshop materials are being developed. The materials designed

primarily for undergraduate students. The topics of the materials cover the following:

1. How to build a preliminary thesis statement.

2. How to build a basic argument for your research.

3. How to write an abstract.

4. How to write an introduction.
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■ 成果リスト

〔著書〕

1． Lai, W. L., 寺嶋正明, 山祐嗣編『健康的存在とは何か―自然・環境科学と哲学・社

会科学からの学際的アプローチ』ナカニシヤ出版（印刷中）

〔論文〕

1． Lai, W. L. "Building a Logical Relation from a Conclusion - Part I: The hint from

categorical syllogism and beyond". 名古屋大学附属図書館研究年報。2016. In

press.

〔講演〕

1． Lai, W. L. "Logical Thinking & Academic Writing: Why the former is necessary

for the latter". Hiroshima University writing center open lectures 2015. September

10, 2015.

2． Lai, W. L. "How to develop a clear thesis statement for your research".

Hiroshima University writing center open lectures 2015. September 10, 2015.

3． Lai, W. L. "How to develop a convincing support for your thesis statement".

Hiroshima University writing center open lectures 2015. September 11, 2015.

4． Lai, W. L. "How to write a high quality abstract". Hiroshima University writing

center open lectures 2015. September 11, 2015.

〔シンポジウム〕

1． Lai, W. L. "Academic Writing and Logical Thinking Skills". Symposium on

Memory. 25th - 28th August, 2015, National Chung Cheng University, Taiwan.

〔学術雑誌論文〕

1． Lai, W. L. "Memory and Logical Thinking: How they are connected through

academic writing education." In Proceedings of the International Symposium on

Memory and Human Well Being: Interdisciplinary Perspectives. P.17 - 29. 2015.
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