
 

3.2.4 研究プロジェクト活動報告 日本文化研究班④ 

「日本版画・版本の美」プロジェクト 
 

 
(a) メンバー 
【事業推進担当者】 

赤間亮、John Carpenter、田中弘美 

【PD】石上阿希、松葉涼子、倉橋正恵、尹新 

【RA】金子貴昭、齊藤ちせ、周萍 

【その他】永井一彰、Ellis Tinios、Andrew 

Gerstle、Timothy Clark、Rosina Buckland、

Sarah Thompson 

 
(b) 研究目的 
 本研究プロジェクトは、日本版画や絵入版本

を対象とし、人文学研究における新しい研究手

法である「デジタルアーカイブ」を通じて、こ

れまで不可能とされてきたさまざまな研究の

可能性を開拓し、改めて、版本や版木の様々な

側面を探ろうとするものである。 

対象となる、「浮世絵」や日本の古典籍、と

りわけ「絵入版本」は、“色摺”であるため見

た目にも美しく、日本から大量に輸出されて欧

米を中心に世界中に広がって所蔵されている。

その材料は和紙であり、絵具があり、そこには

職人が技巧を凝らして彫った版木が存在する。

紙や版木、あるいはそれに関わる人々や業界、

それと結果としての出版物を総合的に研究し

ようという初めての研究プロジェクトである。 

海外の資料は、その保存環境がすぐれている

こともあるが、もともと高品質のものがピック

アップされて持出されたため、この分野の研究

には、海外調査が必須である。これまでは、調

査費用が膨大にかかり、遅々として研究は進ん

でいなかったが、デジタルアーカイブ技術を使

うことで、グローバルな共同研究を実施し、世

界で資料を共有化しながら世界中で比較検討

できる研究環境も提供していく。 

 
(c) 本年度の成果 
１，浮世絵と版本(古典籍）のデジタルアーカ 
イブ 

 2008 年度は、入力デバイスであるワンショ

ットデジタルカメラが急激に進化した年であ

る。ＣＣＤの標準サイズが 35ｍｍフルサイズ

となり、また、ピクセル数も長辺 5000 ピクセ

ルを越えた。しかも、「ライブビュー」と呼ば

れるファインダーからのライブ動画を、記録デ

バイスであるパソコンに表示させながら撮影

する機能が追加された。そのため、特別な技術

や道具がなくともレベルの高い画像を記録で

きるようになった。こうした状況の変化を踏ま

え、本研究プロジェクトでは、資料を調査する

研究者本人が、デジタルアーカイブ作業を担当

し、調査とデジタルアーカイブを同時に実施す

るというユニークな手法を使っている。本研究

プロジェクトに所属する、ＰＤ，ＲＡら若手研

究者はこのデジタルアーカイブの技術を習得

し、調査地域を拡大しつつある。 

 現在まで、ヴィクトリア＆アルバート博物館、

大英博物館など英国を中心とする網羅的なデ

ジタルアーカイブ活動を展開してきたが、ホノ

ルル美術館、ボストン美術館などアメリカの大

規模所蔵機関はもちろん、2009 年度からは、



 

ヨーロッパでは、やはり浮世絵だけでも 2 万枚

を越えると予想されるチェコ共和国、あるいは、

イタリア、アイルランドなどの博物館・図書館

において共同研究の立上げが予定されている。 

 大英博物館との共同研究は、大規模なもので

あり、版画では、浮世絵、新版画、創作版画、

現代版画、さらには、全版本も含む総合デジタ

ルアーカイブである。2008 年度の成果として、

所蔵される浮世絵、ならびに春本は、デジタル

撮影を完了したことを報告したい。このデジタ

ル画像は、日本に持帰ったあと、現像処理と画

像調整、トリミングを行い、大英博物館に戻さ

れ、短期間の内に、大英博物館の所蔵品検索シ

ステムに掲載される。2008 年度末現在で、１

万枚を越える作品が、高精細で世界に配信され

ることとなった。 

 また、21 世紀 COE プログラム時代から継

続しているヴィクトリア＆アルバート博物館

の共同研究では、本年度をもって、データベー

スの基本データの入力が終了した。このデータ

を踏まえて、ヴィクトリア＆アルバート博物館

の収蔵コレクションの全体像が明瞭になり、ア

ート・ドキュメンテーション学会第 1 回秋季研

究発表会（2008 年 12 月 6 日、印刷博物館）

において、この成果を発表できた。ヴィクトリ

ア＆アルバート博物館での研究経験は、今後の

本研究プロジェクトにとってかけがえのない

ものであるが、デジタル展開をしているため、

蓄積された膨大なカタログデータが、他のデジ

タルアーカイブのためのいわば「辞書データ」

となって機能し始めている。海外で問題となる

英語対応のシステムも、この研究プロジェクト

により実現しており、大英博物館その他の研究

機関との同様のプロジェクトにおいて、かけが

えのない財産となる。 

 本研究プロジェクトでは、文部科学省 ITP

や立命館大学の学内 PD 制度を活用して、若手

研究者の海外調査も進められている。倉橋正恵

によるボストン美術館の幕末浮世絵のメタデ

ータ作成協力研究、石上阿希によるホノルル美

術館リチャード・レーンコレクション、大英博

物館、ボストン美術館の春画・春本調査、松葉

涼子によるオランダ・ドイツ浮世絵コレクショ

ン調査が実施されたのは、本年度の特筆すべき

成果である。 

 ボストン美術館は、倉橋データにより、閲覧

データベースが急速に充実してきている。また、

ホノルル美術館のリチャード・レーンコレクシ

ョンは、近々に図録刊行が予定されている。ま

た、石上は、ロンドン大学 SOAS のアンドリ

ュー・ガーストル教授が進めている上方を中心

とした春画プロジェクトの主要メンバーであ

り、2009 年度に大きなシンポジウムが開催さ

れる。 

 なお、2009 年 2 月 27 日・28 日に開催され

た DH-JAC2009 の第 4 セッション「イメージ

DB と博物館ネットワークのイノベーション 

－日本文化芸術研究のグローバル化とネット

ワーク化－」（28 日午後）は、特に本研究プロ

ジェクトの活動にフォーカスをあてた形とな

っており、多くの方に活動の意義や現状を知っ

て貰うことができた。 

 

２，版木アーカイブ 
 本研究プロジェクトのもう一つの大きな柱

は、奈良大学との共同研究「版木研究」である。

従来、版木資料は、その取り扱いが困難とされ

てきており、いくつかの所蔵機関も知られてい



 

るが、版木を対象とした総合的な研究は、協力

者の永井一彰氏以外には行っていない。永井一

彰氏の研究を可能にしているのは、自らの勤務

する大学に 4000枚以上の版木があるからであ

る。本研究プロジェクトでは、2007 年度中に

その版木全体をデジタル撮影したが、2008 年

度は、その画像処理作業とデータベース化を実

施した。そして研究資源として Web 公開し、

研究者間の情報共有を行える基盤を構築した。 

 これにより、版本のみを対象としてきた出版

文化研究手法に版木資料を加えることができ

るようになったため、今後は近世京都を中心と

する出版システムの解明を行なっていく。 

 版木資料は、版本に比べて格段に重く、厚み

もあって嵩高い。版木は墨で摺られるため、多

くの場合が黒一色であることから、一般的な白

黒 2 値やグレースケールの紙焼き複写を作る

ことも困難であった。版木資料が十分に研究活

用されてこなかった所以であるが、当研究プロ

ジェクトではライティング方法について検討

を重ね、５パターンのライティングによるデジ

タル撮影手法を確立し、版木の複雑な表面をデ

ジタル画像によって記録することで、版木とい

う特殊資料のデジタルアーカイブに成功した。

この技術によって、撮影された版木蔵版木資料

(約 4,000 点)は、約 80,000 カットに及ぶデジ

タル画像となった。 

 これらを効率よく研究者が共有化できるよ

うにデータベースを開発し、稼働させた。その

機能としては、本の頁をめくるかのように版木

１枚ずつまたは作品単位で閲覧可能な他、5 つ

のライティングパターンを切り替えて閲覧で

きるなどの版木閲覧システム独特の仕様を持

つ。 

 さらには、書誌学的に必要となるその他の項

目や備考・注記等をインタラクティブに Web

上で随時更新可能な設計とし、調査分析結果の

蓄積を行なっている。 

 本研究プロジェクトでは、さらにデジタルア

ーカイブ技術研究班の田中弘美研究室の協力

を得て、3D アーカイブの実験とビジュアライ

ゼーションを行っている。これによって得られ

た情報ももとに、仮想印刷を可能とするようシ

ステム開発を行った。 

 なお、版木資料の存在とその価値を江湖に知

らしめるため、アート・リサーチセンター閲覧

室において「近世版木展」（2009 年 2 月～3 月）

を開催した。ここでは、奈良大学の所蔵品の他、

アート・リサーチセンターの所蔵版木も展示し、

また版木と実際に江戸時代に出版された版本

を併置して比較可能とした。会場には、版木閲

覧システムの他、田中弘美研究室から肉眼３Ｄ

モニターによる立体視システム、触覚によって

版木の凸凹を体験する実験システムなども展

示された。 

 

〈協力機関〉 

大英博物館、ボストン美術館、奈良大学、他 

 

 (d) 論文・学会発表以外の活動の記録 
１．展覧会 
金子貴昭（企画・構成）「近世版木展」, 立命

館大学アート・リサーチセンター（京都市）, 

2009 年 2 月 16 日～3 月 6 日 

 

２．データベース開発 
金子貴昭「版木閲覧システム」, 立命館大学ア

ート・リサーチセンター 

赤間亮「浮世絵閲覧システム」, 立命館大学ア

ート・リサーチセンター 

赤間亮「図書閲覧システム」, 立命館大学アー

ト・リサーチセンター 



 

(e) 業績一覧 
〈論文〉 
赤間亮, 金子貴昭「浮世絵デジタルアーカイブの現在」情報処理学会研究報告, 2008-CH-78, 

pp.37-44, 立命館大学（京都市）, 2008 年 5 月 23 日 

【審査付き】石上阿希「西沢一風作『好色極秘伝』考―浄瑠璃段物集・浮世草子との関連―」論究

日本文学, 88, pp.62-76, 2008 年 5 月 

【審査付き】石上阿希「『風流座敷八景』考―画中狂歌の利用と図柄の典拠」浮世絵芸術, 156, 

pp.69-87, 2008 年 7 月 

 

〈発表〉 
金子貴昭「賞奇軒墨竹譜の版木」京都俳文学研究会 12 月例会, 龍谷大学（京都市）, 2008 年 12

月 20 日 

石上阿希「西川祐信『絵本寝覚種』と鈴木春信『今様妻鑑』」風俗絵画研究会, 立命館大学アート・

リサーチセンター（京都市）, 2008 年 12 月 23 日 

Aki Ishigami, ‘Richard Lane; His life and research into SHUNGA’, HAA lecture, Honolulu 

Academy of Arts (HI, United States), June 2008 

Aki Ishigami, ‘Erotic Editions of Chushingura The Forty-seven Loyal Perainers’, Research 

Seminar in East Asian Art and Archaeology Department of Art and Archaeology SOAS, 

London University SOAS (London, United Kingdom), October 2008 

Aki Ishigami, ‘Survey of Shunga and Ehon in Overseas Collections’, the 1st International 

Symposium on Digital Humanities for Japanese Arts and Cultures, Ritsumeikan 

University (Kyoto, Japan), 27-28 February 2009 

Ryo Akama, ‘Innovation Research for Japanese art and culture’, Japan Studies Association of 

Canada 21st, University of Waterloo (Ontario, Canada), 3-5 October 2008 

赤間亮「英国 V&A 博物館とスコットランド国立博物館所蔵浮世絵のデジタルアーカイブ」アー

ト・ドキュメンテーション学会第 1 回秋季研究発表会, 印刷博物館（東京都文京区）, 2008 年

12 月 6 日 

金子貴昭「版木資料のデジタル・アーカイブについて」第 37 回 GCOE セミナー, 立命館大学ア

ート・リサーチセンター, 2008 年 11 月 25 日 

 

〈その他〉 
【展覧会, 展示, 一般公開】 
倉橋正恵「惣役者三十六歌仙勢」「役者評判記の世界展 付流光斎如圭役者絵」展, 尼信博物館（尼

崎市）, 2009 年 1 月 6 日～2 月 15 日 

倉橋正恵「新富座久松座役者評判記姿競」「役者評判記の世界展 付流光斎如圭役者絵」展, 尼信

博物館（尼崎市）, 2009 年 1 月 6 日～2 月 15 日 


