
 

3.2.6 研究プロジェクト活動報告 日本文化研究班⑥ 

「マルチメディア型資料アーカイブの 
応用と表現」プロジェクト 

 

 
(a) メンバー 
【事業推進担当者】赤間亮 

【PD】岡本隆明、松葉涼子、石上阿希 

【RA】金子貴昭、前崎信也 

 
(b) 研究目的 
 本研究プロジェクトでは、文系プロジェクト

の研究基盤を担う、画像や音声、ビデオ等の研

究コンテンツを効率よく管理し、かつそれらが

連動して研究効率をあげるマルチメディア型

データベースを開発すると同時に、それを基盤

とした様々な応用とそのインターフェイス開

発を行っている。 

 本研究プロジェクトで対象とする資料は歴

史的な文献や映像が多いため、基本的に著作権

の切れた資料である。これらは、日本文化研究

にとって、非常に大きな役割を占める。これら

の資料の Web 上での閲覧・鑑賞、ならびに研

究システムの構築は、デジタル環境下の研究に

おいては、急務であると言ってよい。 

データベース構築においては、コンテンツの

データフォーマットや、記録方法などを含め

て、標準を構築していかねばならない。この点

では常に最新のデジタルアーカイブ技術を取

入れながら、一方では、研究対象の性格を十分

に理解しておく必要がある。 

 まさにこの点で、本研究プロジェクトは文理

統合型の研究者の参加が必要となるが、これま

でのような双方依存型の文理連携ではなく、ま

さしく、文理融合人材により推進される研究プ

ロジェクトである。 

 
(c) 本年度の成果 
１．記録手法、メタデータ構築の研究 
 本研究プロジェクトで対象とするデータフ

ォーマットには、テキスト、画像、音声、ビデ

オがあるが、記録方法にも対象とする資料によ

り様々なものがある。たとえば、近世期絵画の

代表である浮世絵において、本研究プロジェク

トの成果により、1 枚につき、3 種類のライテ

ィングによる 3 枚の画像を記録していってい

る。板木の場合は、5 種類のライティングによ

り、5 枚の画像を使ったアーカイブである。 

 また、画像資料の中に特に位置を指定してメ

タデータを付与する必要のある歴史資料も多

く、この場合は、位置を記録しながらメタデー

タを整理していく必要もある。 

 この対象が、陶磁器や漆器などの立体物であ

れば、これを客観的に記録するためには、また

別の考え方による記録手法が必要であろう。こ

れらの記録手法が決まっても、データベースと

してどのような検索項目が必要なのかは、また

対象、あるいは研究方法によって様々である。

こうした個々の研究対象を重視したアーカイ

ブ手法、ならびにその応用について、研究会情

報蓄積型で、情報交換をしながら、いくつかの

データベースを構築した。 

  



 

２．ユーザー書込み型研究データベースと成果 
の表現方法の研究 

 本研究プロジェクトでは、資料データと連動

させた Web2.0 型インタラクティブデータベ

ースを構築することで、本データベース群を使

った個人研究者の研究蓄積が容易にでき、かつ

場合によっては、これらの個人ノートが共同利

用できるようにするためのデータベースを運

用している。 

 一つは、[ArtWiki]と命名した、Media wiki

システムを使ったテキスト中心のデータベー

スである。これは、Wikipedia と同じシステム

であるが、専門性を十分に持った本拠点メンバ

ーが書込んでいくものであり、また Wikipedia

が百科事典であるのに対して、[ArtWiki]は、

タイトルと本文という２項目、ならびに画像と

いう非常に単純化された自動ハイパーリンク

型データベースとして使うものであり、百科事

典を越えた知のアーカイブシステムとして使

っていることに特徴がある。また、資料データ

ベースに直結したユーザー書込みデータベー

スも開発しており、研究者の研究効率を大幅に

アップすることができる。 

 

３．アノテーション蓄積型アーカイブシステム 
 アート・リサーチセンターに蓄積されたデ

ジタルアーカイブの具体的な活用として、資

料上の多様な要素を画像上の領域と関連させ

てアノテーションとして集積していくことが

可能なシステムの研究、および構築を行って

いる。 

 このシステムは、研究者が読み取った資料

の内容に関する事項（どの資料のどこになに

があるのかというデータ）を蓄積して、Web

上でその検索・表示を可能とするとともに、

これら個々の「どこになにがあるのか」とい

うデータから更に他のコンテンツを生成でき

るようにするものである。 

 「どの資料のどこになにがあるのか」の「な

にが」については、たとえば一つひとつの文

字、文字の集合たるテキスト、絵画の一部、

印影、花押などが考えられるが、特に限定を

せず研究者が着目した多様な要素を扱う。「ど

こに」は、資料画像上の座標および、人に理

解できる位置情報、たとえば何頁の何行目で

あるか、といった論理的な位置情報である。 

 文献資料における文字を扱う場合を例にす

ると、例えば次のような利用が考えられる。 

 座標をもとに個々の文字画像を切り出すこ

とによる文字カタログの作成。これは、たと

えば筆跡の比較を行うための資料としての利

用が可能である。また、ある程度の文字数・

文字種を備えると文字（くずし字）の字典と

しても利用できるようになる。この文字カタ

ログには、紙媒体のものに比べて検索が簡単

であること、文字列検索、および資料画像上

へのハイライト表示を利用して一つひとつの

文字にとどまらない語句単位での文字のつな

がり方も確認できること、などの利点がある。 

 また、Web のインターフェイスに外国語の

ものも用意すれば、日本文化を研究する外国

人研究者のために文字を調べるツールを提供

できる。字体や訓点などの情報を付与するこ

とにより、字体データベース・訓点データベ

ースの作成も可能となる。 

 上記は文字に着目したケースであるが、絵

画資料や写真資料であっても、そのなかの「な

にがどこにあるのか」というデータを集積し、

これを応用して他のコンテンツを生成するこ



 

とが可能となる。 

 他のコンテンツ生成を目的としない場合で

も、個々の「なにがどこにあるのか」という

データは「付箋」として研究に有用である。

本システムは Web 上での利用を考えており、

一つひとつの「なにがどこにあるのか」とい

うデータは URL で表現できるため、たとえ

ば、研究者がメールでアート・リサーチセン

ター所蔵の或る絵の一部分について何かを人

に伝えたい、という場合では、画像の全体や

一部をメールに添付したり、その絵や問題の

部分がわかるような細かな説明をつける必要

はなく、あらかじめ自分が作成しておいた「な

にがどこにあるのか」というデータの URL

を伝えるだけでよく、メールを受け取った人

はブラウザでその URL にアクセスすると付

箋がつけられた絵を見ることができる、とい

ったことを実現できる。 

 こうしたコンセプトに基づいて、本年度は、

本システムが最も効果的に機能すると思われ

る友禅図案の画像アーカイブとシステム開発

実験を行った。 
 
 
(e) 業績一覧 
〈著書（分担執筆）〉 
赤間亮「日本文化芸術研究のプラットフォーム画像データベースによるデジタル複製物の共有化」

川嶋將生, 赤間亮, 矢野桂司, 八村広三郎, 稲葉光行共著『日本文化デジタル・ヒューマニティ

ーズの現在』ナカニシヤ出版, pp.25-50, 2009 年 3 月, Ryo Akama, ‘Technology Platforms for 

Research into Japanese Art and Culture: Enabling “Joint Ownership” of Digital 

Reproductions in Image Databases’, Masao Kawashima, Ryo Akama, Keiji Yano, Kozaburo 

Hachimura, Mitsuyuki Inaba, ‘New Directions in Digital Humanities for Japanese Arts and 

Cultures’, Nakanishiya Shuppan, pp.133-154, March 2009 

前崎信也「伝統と科学の狭間で―イギリスでの松林靏之助の活動を中心に―」デザイン史フォー

ラム編（藤田治彦責任編集）『近代工芸運動とデザイン史』思文閣出版, pp.230-242, 2008 年 9

月 

 

〈論文〉 
【審査付き】岡本隆明「コンピュータによる訓点資料の整理について」人文科学とコンピュータ

シンポジウム論文集（情報処理学会シンポジウムシリーズ）, 2008-15, pp.275-282, 筑波大学（つ

くば市）, 2008 年 12 月 21 日 

岡本隆明「古文書・典籍を対象とした文字管理システムとその可能性」情報処理学会研究報告, 

2008-CH-78, pp.77-84, 立命館大学（京都市）, 2008 年 5 月 23 日 

 

〈講演〉 
Shinya Maezaki, ‘New Horizons of Ceramic Sculpture: the Work by Fukami Sueharu’, 



 

Opening Lecture of the Special Exhibition of works by Fukami Sueharu, The Clark Center 

for Japanese Art and Culture (Hanford, United States), 8 April 2008 

 

〈その他〉 
【その他執筆】 
赤間亮「日本音楽資料デジタルアーカイブプロジェクトについて」ぱるらんど（国立音楽大学図

書館）, 261, pp.10-11, 2008 年 11 月 

 


