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 鹿児島大学司法政策教育研究センターでは、

2021年 4月に、鹿児島大学附属図書館所蔵の「学

士會會員氏名録」の明治 43 年版と明治 44 年版

を電子化して複製し、その成果を鹿児島大学附

属図書館に寄付しました。 

 これに引きつづき、第 2次の事業として、2022

年 1 月に、鹿児島大学図書館以外の国内図書館

での所蔵が確認されていない固有所蔵分につい

て、電子化して複製し、その成果を鹿児島大学

図書館に寄付しました。 

 具体的には、第１次電子化事業で[明治 43

年][明治 44年]の 2冊、第２次事業で [大正元

年][大正 2 年][大正 9 年][大正 14 年（大正 15

年用）][大正 15年（大正 16年用）]の 5 冊、計

7 冊になります。 

 この史料には、帝国大学出身者の同窓組織で

ある学士會會員の氏名、出身地、学士称号、卒

業年次、学科、勤務先/職業等がおおよそ氏名の

50音順に掲載されています。また、地方別表が

掲載されており、出身者の活動地の広がりを知

ることができます。 

 第２次電子化事業により、明治大正期の人物

研究やエリート研究ほか、各分野にとって貴重

な情報源でありながら老朽化により事実上利用

できなかった同史料について、より多くの巻が、

より容易に活用できるようになりました。 

 現在当センターで電子化を推進している「學

士會會員氏名録」の各巻は、「玉利文庫」と呼ば

れる鹿児島大学の前身のひとつである旧制鹿児

島高等農林学校の初代校長・玉利喜造氏の蔵書

に含まれていたもので、附属図書館では貴重書

に準じる「特殊資料」とされています（※１）。

NDL-OPAC と CINII で調べると、鹿児島大学図書

館のみが所蔵するものでしたが、本体の劣化に

より通常の閲覧や複写が難しく、存在を知られ

ながら事実上参照できませんでした。 

 このたび、「明治期官僚･官職データベース」

のバージョンアップ作業の中で この資料を参

照する必要が生じ、鹿児島大学附属図書館の貴

重書利用手続の下、同図書館の協力を得て全ペ

ージをデジタル画像として複製し、その成果を

同図書館に寄付することによって、より広く利

用していただく環境が整ったという次第です。 

 当該史料の閲覧を希望される際は、鹿児島大

学附属図書館にお問い合わせ下さい。 当センタ

ーでも、当面は資料室所蔵の史料として、資料

室に設置しているパソコンで閲覧できるように

準備する予定です。 

○鹿児島大学附属図書館における貴重書の利用 

https://www.lib.kagoshima-u.ac.jp/ja/collection/about 

※１：玉利文庫とは、旧制鹿児島高等農林学校

の初代校長、玉利喜造氏の蔵書群です。玉利喜

造氏は、貴族院議員にも勅選された名士であり、

詳しくは、平成 27年度鹿児島大学附属図書館貴

重書公開「旧制鹿児島高等農林学校の底力」の

図録の p.7に紹介記事があります。 

Permalink:http://hdl.handle.net/10232/25898 

  

 

 

 

 鹿児島大学司法政策

教育研究センターで

は、中央大学法科大学

院と共同で、会計の入

門的知識に触れてみた

いと考えている方や、

企業業績を適切に把握

できるよう、会計の基

礎的知識を習得したい

と考えている方を主た

る対象とし、「法律家のための決算書分析実務セ

ミナー」を開催しました。 

 6 月 18 日（土）と 6 月 25 日（土）の二回に

わたって行われ、両日とも富塚 嘉一教授（中

央大学大学院法務研究科）にご講演頂きました。 

 

 

 

 

 

鹿児島大学司法政

策教育研究センター

では、6 月 25 日(土)

に、森田倶楽部主催

「健康保険を考える

～社会保障と税の一

体改革を意識して～」 

を共催しました。 

 Zoom と対面のハイ

ブリッド形式で開催

され、森田純弘税理士と濱田英彰社会保険労務

士に講師をしていただきました。 

 

鹿児島大学司法政策教育研究センターでは、

司法制度改革審議会の記録として公表されてい

たウェブページ群を復元して、下記のＵＲＬに

て公開しました。 

https://lawcenter.ls.kagoshima-u.ac.jp/sihouseido/ 

司法制度改革審議会は、現在の法科大学院制

度や裁判員制度の実施のきっかけとなった、我

が国の司法制度の歴史において極めて大きな役

割を果たした審議会です。その活動は、その設

置当初よりインターネット上に会議情報を提供

し、広く議論を喚起した点にひとつの特徴があ

りました。 

 当初、そのウェブページ群（以下、審議会サ

イトと呼ぶ）は、首相官邸のウェブページの一

部として公開されていましたが、2022年 4月 26

日頃に、審議会が役割を終えた後に設けられた

司法制度改革推進本部のウェブページ群ととも

に、まるごと削除されました。 

 この審議会サイトについては、「国立国会図書

館インターネット資料収集保存事業」（いわゆる

Warp 事業 https://warp.ndl.go.jp/）や「Way 

Back Machine(https://archive.org/)でも収集

の対象とされていましたが、それぞれに保存さ

れているファイルが、本来 UTF-8 文字コードの

ファイルが Shift-JIS で保存されていたり、国

会図書館が収集した際に本来 Shift-JIS のデー

タの header の記述が UTF-8になっており、特に

議事録については、相当部分がアクセスしても

文字化けで読めない状況にありました。 

 当センターでは、司法制度改革審議会の我が

国司法に与えた影響の大きさに鑑み、現在のブ

ラウザで表示されるよう、ファイル形式を整え

たり、破損したファイルをネット上で入手しサ

イト内に補充することにより、審議会サイトの

復元を行いました。 

 なお、このデータはＰＣ等に保存しておけば、

ネットに繋がっていなくても手元で利用できる

ものです。ご希望の方には、無償で提供します

ので、HPを閲覧の上お問い合わせください。 

 
 
 

 

● 活動報告 

● HP紹介 

● 全国条例データベース powered by eLen ver.2.0 

● 明治期官僚・官職データベース ver.2.11 
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鹿児島大学司法政策教育研究センター 
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 ● 活動報告 ●
 

第２次『学士會會員氏名録』の電子化 

法律家のための決算書分析実務セミナー 

司法制度改革審議会の記録公開 

「健康保険を考える 

～社会保障と税の一体改革を意識して～」 

https://www.lib.kagoshima-u.ac.jp/ja/collection/about
http://hdl.handle.net/10232/25898
https://lawcenter.ls.kagoshima-u.ac.jp/sihouseido/
https://warp.ndl.go.jp/
https://archive.org/


1,法の世界のＤＸ化を考える 法情報実
務セミナーとは 
鹿児島大学司法政策教育研究センターでは、

「法の世界のＤＸを考える 法情報実務セミナ

ー」 と題する連続セミナーを開催しています。 

このセミナーは、 現在進展している法の世界

のＤＸが、 法実務・教育の基板となる情報の根

本的な変容を含むものであり、 今後の我が国社

会を決定的に変容させるという認識の下、 

１．その状況を俯瞰的に捉える視座を獲得する

こと 

２．それぞれの分野で分断的に行われている取

組みを横断的に取り上げ、交流を促すことで、

法情報基盤についてのより効率的な開発を行い、

より効用の高い成果を生み出すよう促すこと 

３．これらにより、我が国社会の「法の支配」の

実現に寄与すること 

を目指しています。 

そのため、取り上げるテーマによっては、セ

ミナーとワークショップを組み合わせ、セミナ

ーで問題意識と展望をこちら主導で発信し、ワ

ークショップでは、セミナーに参加したみなさ

まから情報提供や問題提起、要望、意見、提案等

をしていただいて、プレゼンやクロストークで

のディスカッションを行っていただくという形

式を取ります。 

必要に応じて、さらにワークショップを重ね

て設けることもあります。 

 

このセミナーの特徴は、法令の起案から、法

情報の提供・取得、法の解釈適用、執行までのす

べてのフェイズに最も効率的で適切な法情報を

提供するためのインフラストラクチャーがどう

あるべきかを技術レベルの視点も踏まえて議論

し、縦横前後、隔てない情報共有を図ることに

あります。 

状況報告や理論的検討ではなく２次ベンダー

を含む開発業者にも積極的に声をかけて参加し

てもらうことで現在の技術水準やより具体的な

システムの開発可能性やその障がいを明らかに

して、リーガルＤＸの進展を後押ししたいと考

えています。 

２,第 1 回 
「法制執務のデジタル化の最前線」 
～デジタル庁小林副大臣のご挨拶～ 
第１回は、７月２５日（月）１８時より「デジ

タル正本」の実現を目指すという認識の下で取

り組まれている、法制執務のデジタル化の議論

の到達点をその中心となるデジタル庁の e-LAWS

担当者にお話しいただき冒頭、デジタル庁の小

林副大臣のご挨拶をいただきました。 

最終的に 200 名を超える申し込みがあり、ご

視聴いただいた方から、ワークショップに向け

て刺激的な

ご質問、ご意

見、ご提案を

いただきま

した。本当に

ありがとう

ございます。 

 

また、これを受けてのワークショップを８月

３日（水）１８時に開催し、そこでのセミナーの

視聴者から

様々な分野

の発表者や

発言者を得

て、さらに深

く具体的に

展開するこ

とが出来ました。 

 

３,第 2 回 
「官報デジタル化の現状と展望」 
第２回は、（独）国立印刷局様のご協力の下、 

独立行政法人 国立印刷局様のご協力をいただ

いて「官報デジタル化の現状と展望」を主題と

するセミナーを開催します。「法令の公布」機能

を有する官報の製造業務を担う国立印刷局にお

ける現状の実務とそのデジタル化に向けた取組

についてご紹介いただき、将来を展望します。 

「官報」は、法令や政府情報等の公的な伝達

手段の役割を担う各種記事で構成されており、

法令の制定改廃を含む国家の動向を確実に伝え

ることによって国民主権を担保する機能を持つ

ほか、歴史史料としても重要な位置を占める刊

行物です。同時に「官報」掲載は、「法令」が必

ず通るプロセスであり、そのデジタル化のあり

方は国家社会全体に影響するとも言えます。 

本セミナーは、これまで余り注目されてこな

かった官報の沿革や作成過程から、インターネ

ットへの情報発信の取組みと、これからのＤＸ

に対応する官報のあり方を、発行者である（独）

国立印刷局の担当者の方からお話をうかがい、

リーガル・インフラのあるべき姿を展望・議論

する貴重な機会です。 

 

今後、諸官庁・自治体の諸業務、法律専門士業や

企業等民間法実務、図書館等での情報提供や、

法学・政治学を始め、歴史学・社会学・図書館学

等各学問分野の研究者の方々にも影響のある内

容と思われますので、広く周知され参加してい

ただければと思います。 

４、今後の取り組み 
第３回以降については、 

・法令審査のデジタル化 

・過去法令の記録保存と活用のデジタル化 

・判例全公開に向けた取組み状況とその課題 

・司法試験のデジタル化の海外事例と諸課題 

などを主題としたいと思っており月１回か、２

月に１回程度リモートを中心として開催する予

定です。 

 

● 各種データベース発信中 ● 

◆ 全国条例データベース  
powered by eLen ver.2.0◆ 

 
鹿児島大学司法政策教育研究センターが運

営する「全国条例データベース powered by 

eLen」について、「ver.2.0」へのバージョンア

ップ作業を実施しました。 

在宅ワーク支援のための全面公開を継続し

ますのでご利用ください。 

【新機能】○例規テンプレート 

      テンプレート出力 

      他のテンプレートと比較 

https://elen.ls.kagoshima-u.ac.jp/ 

 

◆明治期官僚・官職データベース ver.2.11◆ 
 

 

鹿児島大学司法政策教育研究センターでは、近代

日本官僚史研究者である國岡啓子氏が編集・作成し

た、「明治期官僚・官職データベース ver.2.11」を提

供しています。 

國岡 DB は、慶応４年から明治４４年までの奏

任官（およそ九等官）以上の人名、役職名、記載

頁を Excel に入力し、記載人物がどのような職

歴をたどったかが一覧できる形にしたもので

す。 

https://forms.gle/QuCsGaw9qs5uBfa17 

法の世界のＤＸ化を考える 法情報実務セミナー2022 

 

鹿児島大学司法政策教育研究センターでは

ホームページ・Facebook を運営しています。 

過去の活動報告はもちろん、今後のイベント

など随時更新しておりますのでぜひご活用く

ださい。 

 

【ホームページ】 

http://lawcenter.ls.kagoshima-u.ac.jp/ 

【Facebook】 

https://www.facebook.com/kulscenter/ 

● HP紹介 ● 

※第１回は２００名を超える申し込みをいただきました 

https://elen.ls.kagoshima-u.ac.jp/
https://forms.gle/QuCsGaw9qs5uBfa17
http://lawcenter.ls.kagoshima-u.ac.jp/
https://www.facebook.com/kulscenter/

