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て時代的 にも地域的にも、また形状的 にも用途
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民具 の概要

的にも多様 である。まず は民具 の持 つ性質 を知
ることが必要である。

まず はデー タベース (Data Base:以 下本稿で
はDBと 略す)の 対象 となる民具 について考察す
る。博物館資料 の中で、民具 は他 の資料 と比べ

1.1.民 具 とその 性質
民具 とは一言 で言 つて しまえば人 々が生活 の
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必要か ら作 り出 し使用 して きた道具 であ り、主

写真、寸法 などのデー タ、民具台帳 といった資

に機械化以前の大量生産 によらない道具を指す。

「民具情報」と表現す
料 までを含 めるものとし、

『 日本民俗大辞典』 (注 1)に よれば、
「 日常生活
。
の必要か ら製作 使用 して きた伝承的 な器具・造

る場合 はそれ らの持つ資料情報 を指す こととす
る。

形物 の総称」 と定義 される。つ ま り民具 は有形
の資料 であ り、 また伝承的 な性質 をもつ ことか

1.3.民 具 の 内包 す る 情 報 と情 報化

ら民俗資料 に内包す る考 え方 もある。

このように民具 の内包す る情報 を大別す ると

また民具 と一 口に言 つて も人 間生活 のあ らゆ

モノ情報 とコ ト情報 に分 け られる。モノ情報 と

る場面 に関わつて くる資料 の総称 のため非常 に

は資料 その ものが普遍的 に持 つ情報 であ り、 た

範囲が広 い。従 って まず はどの ように分類 を定

とえば材質、寸法、形状 などである。 コ ト情報

めるか とい う問題 がある。

とは資料 が使 われる中で得 てゆ く情報 で あ り、

そ して画一生産 によらないため、 た とえ同 じ
名称 。同 じ用途 の資料 であ って も形状 が異なる

た とえば名称、用途、使用者 などである (注 3)。
前者 は資料その ものが持 つ情報 のため資料 が変

場合 がある。それ は生産 。伝播 の段階で異なる

形 しない限 り保存 される情報 であ り、後者 は資

場合 もある し、使用者 のクセや保存状況な ど環

料 か らだけでは得 られない情報 のため使用者 や

境 によって異なる場合 もある。従 って情報化 の

伝承者 などその資料 を知 る人か ら得 られる情報

際 は同名 の民具 であ っても一点ずつ情報 を確認

である。民具 は人に使 われることが前提 の資料

す る必要がある。

であるため、モノ情報 とともにコ ト情報 の採取・
記録が重要になる。

1.2.民 具 学 とその 性質
民具 を研究す るのが民具学 であ り、
前述 の『 日

そ う して資料 の持 つ情報が台帳 などによって
整理 され、活用 で きる段階 まで くると情報化 が

本民俗大辞典』に よれば「民具 を研究す る学問。

可能になる。つ ま り、資料 の情報化 とは既存 の

しか し、それは単 に民具 だけを研究す る、個 々

デー タをメディアを通 じて発信 で きる状態 にす

の民具 を知 るとい うことにとどまるものではな

る ことであ る。逆 に言 えば情報化 のためには情

く、 (中 略)民 具 を生活 の中 に正確 に位置づ け、
民族 の生活文化 。生活技術 の体系 を明 らかに し

報化す るためのデー タが必要である。民具 で言

ていこうとす る意 図 をもってい る」学問である

理 されてい ることが必要なのである。繰 り返 し

(注

になるが、
「整
情報化 のためには まず台帳 などの

2)。

「民族 の生活文化 ・生活技術 の体系 を明 らか

えば先 のモノ情報 ・コ ト情報 が引 き出され、整

理 されたデー タあ りき」 であ る。

に」す るためには民族 の生活文化、即 ち民俗 を
研究す ることに もつ なが り、民俗学 とも密接 な

1.4.民 具研 究 の 手法

関係 を持 つ学問で もある。従 つて民具DBは 民俗

民具研究 はモノ情報 による研究 とコ ト情報 に

的側面 も記録 ・保存す る必要があ り、民具その

よる研究 に大別 で きる。前者 は比較研究な どを

ものの情報以外 にも民具が生活 の 中で使 われた

通 して一つの民具 を追及す る研究、後者 は人の

「事柄」 をも記録す る必要がある。

生活 の 中で民具 を捉える研究 である。生物学 に

民具 と民具学 の定義 について論 を展開す るこ

例 えれば、前者 は人間、雀、あ るいは哺乳類、鳥

とは本稿 の主 旨ではないので引用 のみに留 める

類 といったある一つの生物 についての研究 であ

が、大筋 においては異論 のない ところであ ると

り、後者 は生態系 の中で一つ の生物 を捉 える研

思 われる。なお、本稿 では「民具資料」 と表現

究 である とい える。 コ ト情報 による研究 をす る

する場合 は民具その ものに加 え民具 の実測図、

ためにはまず モノ情報 による研究が進め られて
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い る必要があ り、民具学 の 目的であ る「民族 の

の撮影 や、既存 の写真 や図をデジタルで保存す

生活文化 。生活技術 の体系 を明 らかに」す るた

ることは数値 によらない資料 の情報 を残す こと

めにはどちらの研究 も必要不可欠であ る。

が可能なのであ る。

モノ情報に よる研究 は、た とえば形態 などを
広域調査 によつて比較 し、その差異や共通点 を

2.先 行研究

基 に民具 を深 く掘 り下げ、その起源や伝播 の過
程 を明 らかに し、それを通 じて民具 か ら歴史 を
明 らかにす るとい う研究手法 である。

これまでに民具や民俗学分野 において資料 の

DB化 の研究が行 われた例 が い くつかある。民具

そのため、 この研究手法 ではまず「 どこの博

に限 つた例 ではないが、過去 の研究 にお ける着

物館 に求 める資料 があるか」分 かる こ とが第一

眼点や問題点 を参考 にす るため 3例 を取 り上 げ

となる。これに対応す るためには各館 がDBや 日

た。

録 を作 リイ ンターネ ッ ト等 で公開する ことが考
えられる。 この作業 は研究者 に限 らず一般利用
客 に向けて も有益 と言 える。
一方、 コ ト情報 による研究 は民具 を知 る人か
ら聞 き書 きをお こな う事 になる。 しか し、資料

2.1.豊 北 町 歴 申民俗 資料 館
収蔵資料 をDB化 した報告書 (注 5)の 中で吉
留徹 は民俗資料 の情報化 の課題 を三点挙 げてい
る。

についての伝承者がい ない場合 には資料 を収集

一つ 目は民具情報 の欠落であ る。民具 とい う

した段階の情報 に頼 る こ とになるため、資料 を

モノは残 っていて も、それを使用 していた人が

収集す る段階で よ り多 くの コ ト情報 を意識 して

年 を重ねるごとにい な くなって しまう。 コ ト情

集 めてお く必要があ る。

報欠落 の問題 の指摘 である。
二 つ 日はデ ジ タル化 の基準 の 問題 で あ る。

1.5.民 具情 報 の DB化 の意 義
この ように見 ると民具情報 を DB化 す る意義

「『何 を』映像化 し、保存す るか とい う大 きな枠

は二つ ある。一つ はインターネ ッ トなどを通 じ

切 に感 じる」 と指摘 してい る。 この問題 につい

て公開 し公共 の益 に資す ること。 もう一つ は劣

ては 4章 において後述す るが、世界的に博物館

化 してい く民具 の状態 をデジタルで保存 してい

資料 の情報化 の基準が提案 されてお り、民具 に

くことである。

ついてもこの基準 との整合性 を詰 めてい く必要

博物館 の役割 の一 つ に教育普及活動 がある

組、明確 な基準 を設定 し、検討す る必要性 を痛

がある。

所蔵資料 を整理 し、解説 をつ けて公 開す

三つ 目は公開の問題 であ る。
「一つで も多 くの

ることは博物館 にとつての義務 であ る。普段 は

資料が、一部 の研究者 だけでな く、多数 の一般

それ を展示 とい う形 で 日にす ることが多 いが、

DBも その役割 を担 っている。DBで あれば普段

利用者 の 目に触れるよう、情報 を提供す る こと
は、デー タ・ベースの主要 な機能の一つであ る」

は展示 されない資料 の情報 を得 ることが可能で
あ るし、 イ ンターネッ トを利用す れば来館せず

と確認 した うえで、
「何 の知識 もない一般利用者
『閲覧・検索』
が使用 で きるようにす るためには、

(注 4)。

とも公共 の財 である資料情報 を得 る こ ともで き

システムの方法な ど、利用者 の階層 (大 人、小

る。

中学生等 )に あ った方法が検討 される必要があ

また、先 も述べたように民具は有形資料であ
る。有形 とい うことはいずれ破損や劣化すると

ろ う」 と利用者 に合わせた公 開の必要性 を指摘

い うことであり、永久的にその姿 を留めてお く
ことは不可能である。そこでデジタルカメラで

してい る。
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撮影年月日
撮影者
写真画像

図

1

民具台 帳の再構成

2.2.民 謡 DB

理 された形で情報発信 をすべ きであると考 える。

国立歴 史民俗博物館 にお いて民謡 DBが 検討
された (注 6)。 この研究では民謡 の分類 につい

2.3.年 中行 事 DB

て様 々に検討 されたが万人が納得 で きるものが

この研究 の報告書 (注 8)に はDBの 詳 しい設

作 れず実用 までは至 らなかった。 この結果 を受
けて亦野あゆみ (注 7)は 「デー タベース を作成

計内容 は紹介 されてい ない ものの、 この研究 に

す る際 には

(中 略)使 用 目的にあ った形 で実際

のデー タベース項 目を決 めてい く方法 をとるな
どす れば、必ず しも分類 は必要不可欠 なもので

おける (1)民 俗語彙 の問題 と (2)分 類 の問題
を検討 してみる。

(1)民 俗語彙 の問題
これは要す るに語彙 の多様性 の問題 で あ る。

はない」 とした うえで、分類 とはデー タを管理

一つの年中行事 について複数 の呼称 がある場合

す る側 の問題 であ る事、分類 とはそれ 自体 が研

や、発音 が微妙 に異なる場合があ り、 この多様

究 にな りうるため安易 に固定すべ きでない事 と
い う指摘 を引用 した後 に「デー タベース化 と分

性 をDBで どう扱 うか とい う問題 であ る。この研

類 の問題 は別 々 に検討すべ きものであ る。 さら

称 を与 えたが、同時 にシソー ラス (thcsaurus:類

に、デー タベース に情報 を蓄積 してい くことに

語辞典)の 必要性 を説 いてい る。

よって新 たな分類 の方針 が見 えて くる、 とい う

(2)分 類 の問題

のが理想的であろう」 と指摘 してい る。
しか し、民具 の ように広範囲の資料群 を扱 う

究 においては日本民俗事典 によつて一般的な名

この研究 における分類 は、資料情報 を管理す
るとい うね らいで分類 を設けてい る。 しか し厳

こと、 また利用者 の理解 の一助 になることを考

密 にやろ う として も結局多様性 を収 め きれず、

えると大 まかな分類 は必要である と考 える。 ま
た適切 に正規化 された DBで あれ ば構築後 も分

処理 に迷 うものや分類 の階層 においても錯綜 し
「・……それらの関係 をどのように
て しまうため、

類項 目の追加や削除 は可能であ り、い くらかの

表現 し、検索 に役立たせてい くかが大 きな問題

整
柔軟性 はある。
従 って暫定的で も分類 を行 い、

「 もちろ
となる」 と課題 を残 してい る。そ して、
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んこれら全ての関係 を表現することは必要なく、
(中 略)で

きるだけこれらを生かす ような工夫 を

するべ きである……」 としている。
この研究 からは、語彙の多様性 の解決 はシ
ソーラスの利用が一助 になること、分類にこだ

沿 つて情報が整理 されてい たため、基本的 にこ
の台帳 の項 目を全 て DB化 す る ことと した。本

DBは RDB(Relationd Data Base:関 係型 デー タ
ベース :以 下本稿 ではRDBと 略す)で あ り、DB
上で台帳 の項 目を再構成 し、モノ情報・ コ ト情

わ りすぎると例外 を処理で きないため、特に多

報 など項 目ごとの まとま りをはっき りさせるよ

岐にわたる民俗学資料 は無理に厳密に分類する
必要はない、 とい う二点 を汲み取 ることができ

うにし、民具一点 ご とに情報 を管理す ることと

る。

らは別 々の民具 の情報 として認識 される (図 1)。
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民具 DB構 築

した。 これによつて同名 の民具 であ つて もそれ
また本 DBに はどの ような民具が どれだけ収
蔵 されてい るかを明 らかにす るため DBと は別
に収蔵品目録 を作成 した。 これによつて利用者

3.1.留 意点 の ま とめ

の「 どこに何 があるか」 とい う要求 に応えるよ

これまでに民具資料 の情報化 について留意点

うにした。

がい くつか明 らかになった。 これ らをまとめる
と表 19姿

p蜃曇不料の情報化の留意点

情報化準備段階
まず 台帳 で情報 を整理す る
モ ノ情報 ・ コ ト情報 の 区別 を明確 にす る

3.2.2情 報化段階の留意点
分類 とDB構 築 は別問題 であるとい う指摘 が
あるが、
分類 を全 く用 い ないのは不便 であ るし、
分類 は未知 の民具 の理解 を助 け る意味 もある。

同名 の民具 で もそれぞれ内包す る情報 は異
なるため一 点 ご とに情報管理す る
収蔵 品 目録 を作成す る

表
1

捕 る (漁 猟用具)

飼う

語彙 の多様性 はシソー ラスで補 う

4

耕す (農 耕用具 )

こなす (脱 穀調整 ・食料加工用具)
6

か しぐ (煮 焼蒸用具 )

7

食べ る (食 料調理 ・食用具)
蓄 える (容 器 。包装用具)

9

運ぶ (運 搬 ・交通用具)

10

住まう

公開対象 の人を明確 にす る
留意点 は情報化準備段階 におけるもの と情報化

(畜 産用具)

飼 う (養 蚕用具)

分類 は状況に合 わせて検討す るが、拘 りす
ぎてはい けない

機能分類項 目

2

情報化段階
どのデー タを情報化す るか明確 にす る

2

段階 にお けるものに分類 で きる。準備段階の も

(住 用具)

のは、仮 に情報化 をせず とも資料管理において

ともす 。あたためる (灯 火・暖房用具)
身 につ ける (着 用具)

必要な留意点 である。

よそおう
14

3.2.留 意点 の 実践 案
これ らの留意点 を踏 まえ実際 にDBを 構築 し、

(容 姿用具)

紡 ぐ・染 める 。織 る (紡 織用具)
切 る (切 裁用具)

16

つ くる (加 工 用具 )

17

計 る (計 量用具)

3.2.1情 報化準備段階の留意点

19

伝 える (意 思伝達用具)
遊ぶ 。楽 しむ (玩 具 ・遊戯・娯楽用具)

本件 の場合既 に民具台帳 が存在 し、それ に

20

祈 る 。まじなう

留意点 の実践 を試 みた (注 9)。

(信 仰呪術用具)
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検索結果(簡 易表 示)
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検索結果(詳 細表示)

そ こで本 DBで は宮本常 一の機能分類 (注 10)を

定 めた もので はな い。研 究者 が必 要 と感 じれば

用 い た (表 2)。 また理 解 をよ り助 け るため民具

別 の分類 を当 てはめて 各 自の研 究 を進 め るのが

につ い て詳細 な動作 を記録す る欄 を設 け機 能分

望 ま しい。

類 を補 って い る。

語彙 につ いて は当地域 での呼称 に加 え、 一 般
語彙 の併 記 とい う意味 で「 日本民 具辞典」 に同

但 しこの分類 は あ くまで本 DB上 にお け る利

一 の民具 の名称 が あ る もの につい ては「標準名」

用者 の理解 を助 け るための便宜的 な分類 で あ り、

として併記 した。 そ して、研 究者や台帳情報 を

本 DBに 納 め られて い る民具 の分類 を恒 久 的 に

全 て見 た い利用者用 と、最低 限 の情報 を知 りた
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表

3 MICMOの 項目

11よ り)

(参 考文献

分野

項目

目録記入

1

組織名

Institution name

2
3

資料 同定番号

Object identification number

資料分類

Object category

資料名

Object name

4

物理的記述

内容 に関す る情報

5
6
7

受入情報

Acquisition information

資料構成数

Number of parts or components

8

姿酬斗タイ トル

Object title

9

記録情報

Record information

収蔵場所

10 法量

Measurements

H

Mate壺 als

素材・材質

12 技術
13 記号・刻印
14 主題
15 状態
16 画像
17 原作

Techniques

Marks and inscriptions
Subjects, contents, Iconographical, keywords

Condition

Lnage
Origins

い一般 の利用者用 にイ ンタフェイス レベ ルで閲

2)。

じる。

(図

また DB単 体 で多様 な語彙 を一度 に扱 うこと

図 2は 上が最低限の簡易表示、下が台帳全

は難 しく、指摘 どお リシソー ラス との併用が望

覧 で きる項 目を設定 し対応す ることとした
ての項 目の詳細表示 の例 である。

ましい と考 えるが、そのためにはシソー ラスの
開発研究 を待 たねばならない。

3.3.残 され た 問題点
留意点 についての実践案 を提示 したが、まだ
解決 しきれてい ない問題が残 されてい る。分類
と語彙 の問題 である。 これ らの問題 は 2章 で述
べ た民具 の「人間の生活全般 に関わる資料 のた
め広範囲にわたる」 とい う性質 に起 因す るもの
であ り、民具 を扱 う上では避けて通 れない問題
である。
分類 については普遍的な項 目を作 ろ う とす る

4口

博物館資料情報化 の 世界標準 と
民具 DB

4.1.:COM‐ CIDOCの 博物館資料情報
化動向
世界 の博物館 資料 の情報化動 向 に 目を向 け て
み る と IcoM(htemationd Council ofMusellm:
国 際 博 物 館 会 議 )の 国 際 的 な委 員 会 で あ る

と地域 の特徴 が見 えに くくな り、地域 に特化 し

CIDOC(International Committee for

た分類 を作 ろ うとす ると普遍化 で きない とい う

Docmentation:国 際 ドキ ユ メ ンテ ー シ ョン委員

ジレンマが見 られる。現状 は、機能分類や用途

会 )(注 11)が 取 り上 げ られ る。この他 に も英 国

分類 を参考 に地域 に即 した分類 を採用 してい る

の MDA(MuseluIIs Docllmentation Association:博

ところが多 い ようであるが、民具学界全体 で考

物館 ドキュメンテーシ ョン協会)(注 12)や カナ

えたときに分類項 目がバ ラバ ラにな り不便 が生

ダの CHIN(Canadian Heritage lnformation

民具情報 のデー タベース化 に関す る一検討

表 4 民具台帳の例
分野

項目

分類

項目

番号

分類番号 など

製作

対価/仕 入先

調査地

住所

製作者/製 作時間/製 作用具

名称

名称

縦 ×横 ×高/長 径 ×短径 ×高

別名

柄角/重 さ

部分名
用途

入手経路

材料

材料名″ 料産地
材料 の処理法

使用 目的
使 い方

分布

住所

効用

由来変遷

由来伝詢 禁忌・俗信 云 い伝 え

仕事時間/仕 事量

写真

調査年月 日

使用年代

写真番号

使用者 の職業/氏 名炸 齢′
隆別

談話者職業/氏 名/年 齢′
隆別

借用/購 入月ヒ
/自 製 島 らう

調査者氏名/FT属

network:カ ナ ダ文化財情報 ネ ッ トワー ク)(注

既存DBの ス キーマ にとらわれないため、横断的

13)な ど自国 で博物館 資料情報化 の標準項 目を

利用 が期待 されてい る。現在 は実装 にむけての

提 唱 して い る国 もあるが、 本稿 で は 国際機 関 で

研究が進 め られてい る。 (注

ある ICOM̲CDOCに つ い て取 り上 げ る。

CIDOCに

よる資 料 標 準 化 の 動 きの 一 つ に

15)

DBで MICMOの よ うな メタデ ー タ

(Meta

Data:デ ー タ検索 のためのデー タ)記 述 を実現す

MICMO(Minimum lnformation Categories for

る方法 としては、xML(eXtensible Markup

Museum OtteCtS:博 物館資料 の最小 情報分類 )が

Language)(注 16)や RDF(Resollrce Description

「1994年 8月 ワシ ン トンにて行 わ
あ る。これは、

Framework)(注 17)を 用 いてプログラム を組 む

れた国際会議 の場 で提唱 され」
「博物館 の規模や
種類 に関わ らず、将来ネ ッ トワー ク化 の促進 の

手法 がある。そ して、将来的 にはネッ トワー ク
を利用 してメタデー タ記述 による DB情 報 の横

際 に、互 いの基本的な共通認識 としてデー タ項

断的利用 が期待 されてい る。

目を規定 してお くべ きだ と考 えられ」 た もので
「最小限情報」と銘打 たれてい るのは「 この項

4.2.民 具 DBと の整 含 性
MICMOの 項 目は博物館資料全般 について提

目だけ について情報 を集 めればよい」 とい う意

唱 されたものである。 これを博物館資料 たる民

「 これは情報 を集めるべ き最ガヽ
味ではな く、
限の

具 に照 らし合 わせてその整合性 を考察す る。

ある (注 14)(表 3)。

項 目であ り、 この項 目に加 えて各館 が独 自の項

(表 4)は 神奈川大学 日本常民文化研究所 にお

目を設 け る」 とい う意味 で あ る。 そ して この

ける民具台帳 の項 目である。民具台帳 は各博物

MICMOは 項 目を規定 した ものであ り、項 目内の

館 や研究所 によって異なるが、名称、採取地、素

記述形式 を規定 した ものではない。

材 … といった基本項 目については大同小異 で あ

また、博物館 の持 つ資料情報 を意味 で もって

ると考 えてよい。

結 び付 けて い くCRM(Conceptual Reference

MICMOと 民具台帳 を比較す ると、MIcMoの

Modd:以 下本稿では CRMと 略す)と い う標準

4,10,Hな どは民具 のモノ情報 に相当 し、6,12,

も進め られてい る。これはRDЁ に替 わるオ ン ト
ロジー (Ont010gy)に よる情報化 の手法 であ り、

13な どは コ ト情報 に相当す る。また民具 には欠

かせない 16,画 像 もあ り、モノ情報・ コ ト情報

吉村祐一 。人重樫純樹

19)な どで民具学、博物館学、情報学 などで

をはっき り認識 した上で当てはめれば博物館資

(注

料 たる民具 の最小限情報分類 として も妥当 と考

学際的 に研究 を行 った例があ る。今後 はこの路

えられる。

線 をさらに進めて多角的 に研究 してい くことが

MICMOに 対応するにして も分類や語
しか し、

望 ましい と考 える。

彙 の問題 は依然残 されたままである。 む しろ こ
れ らの問題 を解決 してか らMICMOへ の対応 を

付記
本稿 の竜洋町民具台帳 の整理 は竜洋町教育委

検討す るのが手順 で あ る。例 えば 4,資 料名 に標
準名 を当てはめると地方名で検索がで きない し、

員会竜洋町史編 さん室 と静岡県立掛川西高校教

逆 もしか りである。また この台帳ではMICMOの

諭 (2004年 当時)の 中山正典先生が中心 となっ

7,15に 対応す る項 目が無 いの も問題 である。
今後 の民具 DBの 動向 としては、 まず最低限

て行 われたものであ ります。貴重 な資料 を快 く

MICMOに 対応 した項 目を入れること、その上で

にな りました。 この場 を借 りてお礼 申 し上 げ ま

メタデー タ記述 によつてネッ トワー ク上での横

す。

お貸 し下 さり、 また論文作成 に際 し大変お世話

断利用 に対応 してゆ くことが望 ましい と考 える。

[注 ]
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ゆけるような姿勢が求め られるだろう。CRMは
現在 まだ研究段階であ り、実装 に向けての項 目
名 な どはこれか らの研究課題 であ る。その際 に
は既存 のメタデー タ規格が参考 になる と考 える。

1997年 に同館 による民具資料 を中心 とした
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