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upLATEX を用いた多言語文献目録の組版
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A BSTRACT

This paper describes typesetting of “Annual Bibliography of Oriental Studies”
(「東洋學文獻類目」; ABOS) as a case study of multilingual typesetting. ABOS
is a multilingual bibliography of oriental studies, including various languages
and scripts such as Japanese, Chinese, Korean, English, French, German, Russian, other European languages, Vietnamese, Thai, Latin transcriptions of Sanskrit, Tibetan, Arabic, etc., IPA phonetic symbols, Ancient Chinese scripts such
as Oracle-Bone inscriptions (甲骨文字), Bronze inscriptions (金文), Chu bamboo
scripts (楚簡文字) and their modern transcriptions (隷定文字), etc. Most of characters included in ABOS are included in UCS, however some characters/scripts are
missing, for example Oracle-Bone script (e.g.,  and ), other ancient Chinese
scripts (e.g.,  and ) and their modern transcriptions (e.g.,  and ). This
paper describes the current typesetting system based on upLATEX briefly.

1

はじめに
upLATEX [12] を用いた「東洋學文獻類目」（以下、「類目」と略す）の組版の事例につ

いて述べる。
類目は東洋学研究に関する内外の文献について、その対象年の日付のある雑誌・論集
所載の論文と単行本とを、それぞれ分類・排列し、著者索引を付けたものであり、現在
は、京都大学人文科学研究所東アジア人文情報学研究センターがその編纂を行っており、

2001 年度版以降、著者がその組版システムの開発と組版を行っている。
類目にはさまざまな言語で書かれた文献が収録されており、その組版システムは日本
語、中国語、朝鮮語、英語、フランス語、ドイツ語、ロシヤ語、その他欧州諸語、ベト
ナム語、タイ語、サンスクリットやアラビア語等のラテン転写、IPA 発音記号、甲骨文
字、金文、楚系文字、および、それらの隷定文字等のさまざまな言語・用字系 (script) を
サポートする必要がある。類目に含まれる文字の大部分は Unicode に収録されたもので
あるが、甲骨文字（例：、）やその他先秦期の文字（例：、）およびその隷定
字（例：、）等で毎年必ず外字が発生する。そのため、Unicode にない字が扱える
必要がある [9]。
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ここでは、upTEX を用いた現行の組版システムについて概説する。

2 「東洋學文獻類目」とは
「東洋學文獻類目」（類目）は、1934 年度以来逐年編纂されている「東洋史研究文獻
類目」を 1963 年度版から改称したもので、東洋学研究に関する内外の文献について、そ
の対象年の日付のある雑誌・論集所載の論文と単行本とを、それぞれ分類・排列し、著
者索引を付けたものである（図 1）。

図 1. 東洋学文献類目（2006 年版）より。
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類目電子化の歴史

3.1 汎用機時代
類目の電子製版は 1981 年度版1 から行われている。この版から類目の編集は従来の
カードベースのものから旧京都大学大型計算機センターの汎用機を用いて行われるよう
になった。この時、組版システムとして LATEX ベースのものが用いられた。この汎用機の
文字符号は EBCDIC と JEF であったが、それだけでは到底文字が足りないので、アクセ
ント付きのラテン文字やキリル文字、ハングル、漢字等を独自の外字を用いて表現して
いた。これをここでは “JEF-CHINA3” と呼ぶことにする。ちなみに、この “CHINA3”
というのは当時の類目の検索用データベースの名前である2 。電子化されたことにより計
算機を用いた検索が可能になった訳だが、このことは類目システムを単に組版だけのも
のではなく、検索サービスも意識して設計・実現・運用しなければならないことを意味
している。この汎用機に基づく類目システムの運用は 2000 年度版で終了し、京都大学人
文科学研究所附属漢字情報研究センター3 において後継システムを開発・運用すること
となった。その際、この大量に作られた類目外字は徐々にメンテナンス上の問題を引き
起こしていき、後にレガシー問題の要因のひとつともなった。

3.2

UTF-8 化以降

2001 年度版から PC や UNIX 系サーバー環境を前提とした新システムに移行すること
となったが、ここでは文字符号として UTF-8 を用いることとなった。この結果、以前に
比べて、外字の量は著しく少なくなった。しかしながら、それでも、毎年、外字は発生
している（表 1）。
表 1. 類目外字の出現数。

対象年

種類

のべ

2001

13

15

2002

12

15

2003

10

14

2004

11

11

2005

15

16

1

1

41

42

2005 補遺
2006

もし、外字が繰り返し使われるならば、その外字を UCS [3] に追加すれば良い訳だが、
表 2 に示すように、類目外字の平均利用回数は 1.2 回であり、大部分の外字は１回限り
1.
2.
3.

収録対象年が 1981 年のもの。
CHINA1, CHINA2 というデータベースも存在した。
現、京都大学人文科学研究所東アジア人文情報学研究センター。
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の使用であることが判る。
表 2. 新規外字の再利用度（
「複数回」は複数回利用された文字数、
「多年度」は他の年に利用さ
れた文字数を表す）。

対象年

新規

複数回

多年度

2001

13

2

1

2002

12

2

2

2003

8

2

0

2004

8

2

2

2005

13

1

0

1

0

0

38

0

0

2005 補遺
2006

こうしたことから、常に新しい外字に対処するための工夫が必要であるといえる。こ
のため、著者が提案する CHISE の文字オントロジー [7, 8] を用いて外字を管理するよう
にしている。

2001 年度版以降の組版システムとしてはこれまで幾つかの変遷を辿っている。
3.2.1

Ω/CHISE

最初、2001 年度版には Ω (Λ) ベースのものを用いた。ここでは外字処理等のために、
苫米地等流氏と宮崎泉氏が開発した “Ω/CHISE” [14] を用いた。この Ω/CHISE は Ω が
提供する ΩTP という仕組みを用いて、『GT 明朝』 [13] や『漢字庫』 [2] 等の大規模外
字集合や “Kage” [5, 6, 4] を用いた IDS 形式 [3] による漢字部品の組合せ表現（漢字構
造情報）からのオンデマンドでのグリフ合成といった機能を提供していた。しかしなが
ら、柔軟である半面、類目のような頁数の多い文書を組版するには重すぎるという問題
があった。また、日本語・中国語、ハングル、欧文等が混在する場合のスペースの処理
に難があった。

3.2.2

pLATEX + OTF パッケージの利用

こうしたことから、2002 年度版からは pLATEX と OTF パッケージ [11] をベースとし
たものを用いることにした。ここでは “Ω/CHISE” を流用した “CHISE-OTF” パッケー
ジを用い、大規模外字集合や類目外字等を利用できるようにした。pLATEX ベースにする
ことでスペースやスピードの問題は解決し、OTF パッケージをベースとすることにより
漢字系の外字の問題は解決したが、ロシヤ語やベトナム語、タイ語といった各種言語・
スクリプトの組版はあまり容易ではない。オリジナルの LATEX 用にはさまざまな言語・
スクリプト用のパッケージが作られているが、その多くは pLATEX ではそのまま利用する
ことはできないからである。
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upLATEX への移行

この問題を解決するために、2005 年度版からは upLATEX を用いることにした。upLATEX
は pLATEX の機能を備えており、OTF パッケージも利用可能である。また、オリジナル
の LATEX 用のパッケージもそのまま使うことができる。そこで、CHISE-OTF を upLATEX
に移植し、従来からの漢字系の外字をサポートするとともに、オリジナルの LATEX 用の
パッケージを用いて非漢字系の各種言語・スクリプトの組版を行うようにした。
以下では、この upLATEX ベースの組版システムについて概説する。

4

chise-tex.el
類目の組版は、プログラムによって自動生成された LATEX ソースに対して、各種言語・

用字系用パッケージのためのタグを付加し、upLATEX および dvipdfmx を用いて行って
いる。このタグを付加する処理は XEmacs CHISE [10] 上において chise-tex.el という

Emacs Lisp プログラムが提供する utf-8-jp-tex という coding-system4 として実現さ
れている。タグとして表現された文字は読み込み時にデコードされるので、利用者はこ
れらのタグを意識することなく編集することが可能になっている。外字もまたこの中で
処理されている。

chise-tex.el が付加するタグには、以下のものがある：
各文字個別のもの 文字毎に TEX のタグに変換する。
アクサン記号関連 合成済み文字 (precomposed character) を基底文字と結合文字 (com-

bining character) のシーケンスに分解して TEX のタグ化するものである。
（LATEX 標
準のものの他、苫米地等流氏らによる extaccent.sty5 , および、福井玲氏作の TIPA [1]
を用いている。）
文字符号関連 符号化文字集合6 に TEX のタグ名を関連付け \tagname{codepoint} のよう
に表現するものである7 。GT や「漢字庫」などのグリフセット、類目外字、タイ文

字等で用いている。
用字系指定タグ ギリシア文字やキリル文字のためにフォントエンコーディングを切替え

るために必要となったもので、ギリシア文字やキリル文字の文字列をそれぞれ

\GreekScript{...} と \CyrillicScript{...}
というタグで囲むものである。これは、類目の元データにおいて言語タグが基本的
に付与されていないためである。
こうした仕組みにより、エディタ上では多言語化や多字化のために特別な記述を行うこ
となく編集することができるようになっている。
4.
5.
6.
7.

文字符号を変換するための機構。
Ω/CHISE の一部として配布されている。
CHISE における CCS 素性。
SGML の実体参照を TEX 風にしたものである。utf-8-jp-tex は utf-8-jp-er に対応する。

138

5

T HE A SIAN J OURNAL OF TEX

非漢字用の各種パッケージの利用

TIPA 発音記号や複雑なアクサン記号が付いたラテン文字等を扱うために、福井玲氏作
の “TIPA” [1] を用いている。
タイ文字を扱うために、NECTEC で配布されていた MikTEX 用のパッケー
ジを用いている。このパッケージではタイ文字を TIS 620 で記述する必要があるので、

タイ文字

chise-tex.el を用いて、UTF-8 で書かれたタイ文字を\ThaiTIS{XX}（但し、XX は TIS
620 での符号位置）というマクロに一旦変換し、chiseotf.sty を介して利用するようにし
ている。

6

CHISE-OTF の入手先
CHISE-OTF は現在、公開に向けてソースを整理中である。将来的には、“uptex-chise”

パッケージにまとめる予定である。現在の状態を anonymous CVS で入手することがで
きる。

CVS システム経由の入手

標準的な CVS システムを利用してリポジトリの内容を取得で

きる。例えば以下のように操作する。

### サービスを初めて利用する時に行う（２度目以降は不要）。
# login
% cvs -d :pserver:anonymous@cvs.m17n.org:/cvs/chise login
CVS password: ← 何も入力しないで Enter
# checkout
% cvs -d :pserver:anonymous@cvs.m17n.org:/cvs/chise co uptex-chise
### 作業ディレクトリの中身を最新のソースにする（２度目以降）。
# update
% cvs -z9 update -Pd
WWW 経由の入手 上述の CVS リポジトリの内容は http://cvs.m17n.org/viewcvs/
chise/uptex-chise/ からも参照することができる。
フォント関連

CHISE-OTF では Ω/CHISE, および、そこから派生した “chise2otf” モジ

ュール（Ω/CHISE パッケージに含まれている）のフォント設定を流用している。Ω/CHISE
パッケージの最新版もまた anonymous CVS で入手することができる [14]。

7

おわりに
upLATEX [12] は pLATEX の利点を継承しつつオリジナル TEX 用のパッケージも利用で

きる点で優れており、upLATEX と OTF パッケージ、および、chise-tex.el (CHISE-OTF)
を用いることで、XEmacs CHISE [10] 上で従来 pLATEX では扱えなかった文字も含めて
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特に意識することなく見えるままに編集することができるようになり、類目のような多
言語・多字種文書の組版が容易になった。特に、これまで扱ってなかった文字体系が必
要となった場合、オリジナル TEX 用のパッケージが容易に利用できることは非常に重要
なポイントである。
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