
 

3.2.3 研究プロジェクト活動報告 日本文化研究班③ 

「古典演劇情報アーカイブ」プロジェクト 

 

 
(a) メンバー 
【事業推進担当者】赤間亮、古川耕平 

【客員研究員】大西秀紀 

【PD】石上阿希、松葉涼子、倉橋正恵 

【RA】金子貴昭、周萍 

【学内研究協力者】森西真弓 

【その他】廣瀬千紗子、アンドリュー・ガース

トル、嶋崎聡子 

 
(b) 研究目的 
 本研究プロジェクトでは、アート・リサーチ

センターに蓄積された膨大な古典芸能資料を

核にして、国内外の研究組織と連携の上、演劇

上演情報、演劇資料のデータベース化ならびに

デジタル活用を図り、デジタルアーカイブ技術

よって、世界規模の研究基盤を形成するととも

に、本拠点が日本古典芸能研究の牽引役となる

ことを目指すものである。 

海外では、本研究プロジェクトと関係の深い

アメリカ・コーネル大学の GloPAC（JPARC 

日本演劇リソースセンター）との連携を進めつ

つ、多言語での成果発表に繋げていく予定であ

る。 

 
(c) 本年度の成果 
１．歌舞伎・文楽総合年表の構築 
 本研究プロジェクトでは、第二次世界大戦以

前までの Web 版歌舞伎・文楽総合年表の構築

を行っている。その内容は、 

1) 興行年表（江戸・大坂・京都・名古 屋・

その他の地域） 

2) 人名データベース 

3) 配役・移動データベース 

4) 資料データベース（画像付き） 

などのデータベースが連動する総合年表であ

る。本年度は、この内、歌舞伎、浄瑠璃の江戸

時代までの興行年表情報を整備し、公開した。 

 また、本研究プロジェクトは、松竹大谷図

書館との連携プロジェクトでもある。松竹大谷

図書館は、日常業務として、松竹株式会社の歌

舞伎公演を中心として、その周辺にある商業演

劇の上演情報をデータベース化している。本研

究プロジェクトでは、そのデータベースの基盤

を開発し、日常業務にも実用的に使えるデータ

ベースを提供した。このデータベースを使い、

松竹大谷図書館では、戦後の演劇上演情報を詳

細に構築している。本研究プロジェクトは、歌

舞伎史研究の上で蓄積してきた歌舞伎・文楽上

演年表（戦前まで）を松竹大谷図書館のデータ

と連結し、歌舞伎の発生期から現代までの歌舞

伎・文楽の上演年表を完成していくのが目的で

ある。 

この上演情報データベースは、上演にあたっ

て様々に生み出される芸能資料の情報を互い

に連結することで、成長するものであり、いわ

ば演劇研究の根幹データとなるのである。 

2008 年度は、具体的にはデータの精度アッ

プを図ってきたが、2009 年度も引続き、本デ

ータベースの情報蓄積に務めたい。 

 



 

２．資料データデジタルアーカイブ 
 上述の資料データベースに関わり、紙ベース

では実現不可能であった「典拠提示型」年表、

ならびにアノテーションを実現するために、資

料そのもののデジタル画像アーカイブを行い、

原典まで遡って考察できる研究環境を構築し

ている。2008 年度現在、次の資料の画像デー

タベースが稼働しているが、本年度はこれらの

情報の洗練、精緻化を行った。 

1) 役者絵閲覧システム 

ARC、都立中央図書館、演劇博物館、ボス

トン美術館、大英博物館、他 

2) 番付閲覧システム 

ARC、ボストン美術館、国立音楽大学、日

本大学、他 

3) 歌舞伎音曲正本閲覧システム 

ARC、国立音楽大学、他 

4) 台帳閲覧システム 

ARC、国立音楽大学、日本大学、他 

 

３．浮世絵研究会 

 歌舞伎資料の内、最も多く残された資料は、

実は、浮世絵の一分野である役者絵である。浮

世絵に中で、全体のおおよそ 50％を役者絵が

占めていると予想される。この役者絵の中には、

実際の上演と連動せずに出版されたものもあ

るが、その多くは、上演に即して、ブロマイド

として出版されたものである。その描かれた内

容は、上演実態を詳細に写実的に記録している

ものや、なんらかのフィルターをかけた上で表

現されたものもある。これらを「演技の記録」

として研究活用するには、さまざまな前提や知

識を応用しなければならないが、こうした手続

を踏まえれば、200 年も時を経て、現在に江戸

時代の歌舞伎上演の詳細をいきいきと表現す

ることができる。 

 これまで絵画資料は“絵空事”という言葉で、

科学的な研究には到底耐えられない資料とし

て認定されつづけてきが、本研究プロジェクト

が行っているデジタルアーカイブは、大量の役

者絵の上演情報を付与して整理するもので、上

述の前提や知識を駆使して作られており、資料

としての評価は、このデータベースによって、

大きく転換したと言ってよい。ある上演記録や、

さらにはあるシーンに絞っても、10 枚、20 枚

単位で残る役者絵は、台本や評判記など、これ

まで第一級史料として認められてきた資料を

上回る情報量を我々に提供することになり、何

が絵空事で何が真実なのかを科学的に推定す

ることが可能な段階になったのである。 

 本研究プロジェクトでは、「版本と版画の美」

プロジェクトの役割である大量浮世絵アーカ

イブから、役者絵に特化して、それに他のジャ

ンルにはない「歌舞伎」特有の上演に関る情報

を付与していく作業を日常的に行っている。こ

の方法により、巨大な「歌舞伎イメージ情報デ

ータベース」が運営されている。 

 本研究プロジェクトの研究会は、毎月 1 回ア

ート･リサーチセンター会議室で、学外の研究

者も含めて、開催している。また、この研究会

は、早稲田大学演劇博物館の役者絵研究会と連

携を図っており、本研究プロジェクトのメンバ

ーも毎月１回、複数名で演劇博物館内にて開催

される役者絵研究会に参加しているが、その会

員の近年の増加は、本研究の重要性を裏付ける

ものと言ってよいだろう。 



 

４．国立音楽大学図書館共同研究 
 歌舞伎とその周辺にある音曲文化は、江戸時

代から明治大正にわたって、人々の生活に大き

な影響を与えてきており、その台本にあたる音

曲正本も大量に出版されてきた。 

 その近世邦楽資料の一大コレクションであ

る国立音楽大学の竹内文庫は、これまで国立音

楽大学で収蔵品目録を冊子で刊行し、マイクロ

フィルム化して閲覧者に情報提供してきた。し

かし、他の歌舞伎・音曲資料が様々な形でデジ

タル化し、世界でもこの分野の研究が容易に展

開できる段階になったときに、この音曲資料は

やはりデジタル化をもって、世界に押出してい

くのが有効な方法であり、本研究プロジェクト

との共同研究が本年度も継続的に実施された。 

とくに、2008 年度は、100,000 コマに及ぶ

資料のデジタル化を完了させることができた。

これを使って、上演情報との連動を行い、絵画

資料、番付、正本の連携がネット上でも可能と

なった。この大規模アーカイブが、どのように

音楽研究に寄与するのかについて 2009年度か

ら考察を進めたい。 

 

５．歌舞伎番付アーカイブ研究 
 歌舞伎番付はアート・リサーチセンター

（ARC）にも数多く所蔵されているが、国内

外に大量の資料が残っており、デジタル化と整

理を進めている。これまで、京都府立総合資料

館、土田衛氏椿亭文庫、日本大学総合学術情報

センターなどのコレクションを画像化し、上演

データと共にデータベースとして稼動させて

きた。2007 年以降は、初期番付では演劇博物

館や日本大学以上の内容を誇る、ボストン美術

館のデジタル撮影を行ない、本年度その上演情

報の付与を行ってきた。 

このコレクションが一流のものであること

はよく知られており、今回、MFA デジタル化

プロジェクトチームとの共同作業として、研究

作業が進められている。本年度、デジタル画像

はボストン美術館のオリジナル Web サイトか

ら公開が開始された。また、上演情報等の情報

も、完成しており、英語化してオリジナルサイ

トから 2009 年度初頭に公開の予定である。ア

ート･リサーチセンターの番付データベースに

も 2009 年度前半に掲載予定である。 

 

６．上方芸能研究会 
戦後の上方古典芸能界の状況把握と内部に

深く関った方のオーラル・ヒストリーの記録が

本研究会の目的である。2008 年度は、2007 年

度に実施した権藤芳一氏からの聞取りを、テキ

スト化する作業を進めた。口頭での講義に、さ

まざまなアノテーションを付ける作業であり、

2009 年度に文書化する予定である。 

 

７．伝統芸能上演情報サイト運営 
 現代の古典芸能上演情報を先行して整理す

ることにより、必要とされる専門知識へと連動

する興味を Web 上で解決させながら、情報蓄

積がされていくコミュニティ型サイト運営の

実践サイトを運営し、中国語、英語版により、

古典芸能の海外へ情報発信を本研究プロジェ

トにおいて実施している。 

 本年度は、より分かりやすいインターフェ

イスを目指したデザインの改良を行い、新サ

イトとして運用を再開した。 

〈共同研究機関〉 

国立音楽大学、早稲田大学演劇博物館、松竹大



 

谷図書館、コーネル大学 GloPAC 

 
(d) 論文・学会発表以外の活動の記録 
１．講演 
赤間亮・構成解説, レクチャーコンサート「歌

舞伎の下座音楽はおもしろい」, 京都和文華の

会,京都府民ホール・アルティ（京都市）, 2008

年 8 月 19 日 

大西秀紀「明治・大正期の録音‐再生技術」平

成 20 年度第 2 回学術公開講座 一都市におけ

る西洋音楽の受容―松江市昭和 2 年秋の例を

中心に, 京都市立芸術大学日本伝統音楽研究

センター（京都市）, 2008 年 12 月 4 日 

 

２．展示協力 
大西秀紀・音声資料提供「弥作の鎌腹」（オリ

エント 2036-2038, 3 枚 6 面）, 阪急学園池田

文庫第 75 回展示「片岡愛之助の代々」, 2008

年 4 月 

 
(e) 業績一覧 
〈著書〉 
廣瀬千紗子, 齊藤千恵, 倉橋正恵, 金子貴昭, 石上阿希, 戸川郁子, 松葉涼子『古今いろは評林 本

文と注釈』古今いろは評林をよむ会, 2008 年 11 月 

 

〈論文〉 
大西秀紀「文楽の CD」国文学 10 月臨時増刊号, pp.50-55, 2008 年 10 月 

倉橋正恵「幕末期の江戸における役者評判記」水田かや乃編『役者評判記の世界展 付流光斎如圭

役者絵 展図録』,園田学園女子大学近松研究所, pp.119-130, 2009 年 1 月 

倉橋正恵「役者評判記年表」水田かや乃編,『役者評判記の世界展 付流光斎如圭役者絵 展図録』, 

園田学園女子大学近松研究所, pp.148-152, 2009 年 1 月 

【審査付き】松葉涼子「「霊験曽我籬」にみる南北の方法」アート・リサーチ, 9, pp.62-78, 2009 年

3 月 

赤間亮「京都の伝統芸能をコアとした海外向けポータルサイト構築・運用実証実験―ポータルサ

イト構築まで―」京都学術共同研究機構研究紀要, 1, pp.20, 2008 年 7 月 

 

〈口頭発表〉 
【審査付き】Ryo Akama, ‘Revolutionary Stage on Kabuki Study: Using Actor Prints’, The 12th 

International Conference of EAJS, Salento University (Lecce, Italy), 20-23 September 2008 

【審査付き】大西秀紀「もうひとつの歌舞伎 SP レコード―歌舞伎音楽が描く「聴く歌舞伎」―」

歌舞伎学会, 共立女子大学（東京都千代田区）, 2008 年 12 月 14 日 

 

【その他執筆】 
大西秀紀 「「鎌倉三代記」のレコード―聴く文楽のすすめ―」国立劇場第 163 回文楽公演パンフ



 

レット（国立劇場）, 2008 年 5 月 

大西秀紀「延若芸話」芸能懇話（大阪芸能懇話会）, 19, p.100, 2008 年 8 月 

大西秀紀「初期オリエントのかわったレコード」音盤通信（日本音盤倶楽部）, 52, 2008 年 12 月 


