
3.4.6 研究プロジェクト活動報告 デジタルアーカイブ技術研究班⑥ 

歴史的文書に関わるデジタル図書館研究 

 

 
(a) メンバー 
【事業推進担当者】前田亮 

【学内研究協力者】木村文則、手塚太郎 

【その他】 Khaltarkhuu Garmaabazar 、

Mayya Rafaelyevna Sharipova、鳥羽拓志 

 
(b) 研究目的 
近年、デジタル図書館やデジタルアーカイブ

が注目され、さまざまな文化的資料のデジタル

化や保存に関する研究が盛んに行われている。

しかしながら、それらのコンテンツに対して容

易で効率的なアクセス手段を提供するという

観点からの研究はまだ多くはない。コンテンツ

の量が膨大になればなるほど高度なアクセス

手段が要求されることは、現在の Web の状況

を見ても明らかである。 

本研究プロジェクトでは、日本文化に関わる

多言語からなる歴史的文書のデジタル図書館

システムを構築し、これらのコンテンツに対し

て容易で効率的なアクセスを実現する各種技

術について研究を行う。 

さらに、テキストだけではなく、イメージや

映像などの各種メディアから構成される複数

のデジタル図書館・アーカイブ・ミュージアム

に対して効率的な情報アクセスを実現するた

めのデータベース横断検索の技術について研

究を行う。最終的には、言語・文化・時代の壁

を越える横断検索技術の確立を目指す。 

(c) 本年度の成果 
１．『兵範記』データベース 
以前から継続して開発を行っている、平安時

代の古記録『兵範記』のテキストデータベース

について、以下の研究を行った。 

１）現代語による検索機能の開発 
『兵範記』本文の現代語による検索機能を実

現するため、現代語と古語の並列コーパスから

現代語・古語辞書を自動構築するための手法を

提案した。 

本研究に関しては、国際会議 1 件および国内

シンポジウム 1 件の発表を行った。 

２）『兵範記』テキストの可視化 
 『兵範記人名索引』を基に、人名の本文中で

の出現回数の推移を時系列で可視化するシス

テムを、Ruck Thawonmas 教授らと共同で開

発した。今後は、テキストマイニング技術を用

いた人物間の関係の可視化や移動経路の可視

化など、さまざまな可能性について検討を行う

予定である。 

 

２．多言語文書の検索 
１）伝統的モンゴル文字文書のデジタル図書館 
 キリル文字の現代モンゴル語による問合せ

で、独自のスクリプトによる伝統的モンゴル文

字で書かれた古典資料を検索する技術を開発

した。本システムはオープンソースのデジタル

図書館システムGreenstoneを用いてインター

ネット上で公開している。 

本研究に関しては、国際会議 1 件の発表を行



った。 

２）日本語・英語・ロシア語間の言語横断情報
検索 
 日本語・英語・ロシア語の 3 言語間での言語

横断情報検索の研究を行った。 

問合せの翻訳に用いる言語資源として、従来

の対訳辞書に加えて Wikipedia を使用するこ

とで、一般的な辞書に載っていない固有名詞や

専門用語の翻訳を実現した。 

また、訳語の曖昧性解消に使用する言語資源

として、従来のコーパスに加えて Web 検索エ

ンジンの検索結果の要約文（スニペット）を利

用することで、問合せ中のフレーズの認識を行

った。これら Web 上の情報源を言語資源とし

て用いることで、従来手法よりも検索精度の向

上を実現した。 

本研究に関しては、国際会議 1 件の発表を行

った。 

 

３．人文系データベースの横断検索システム 
本学アート・リサーチセンターをはじめ、国

内外で多数公開されている人文系データベー

スの相互利用を図るため、これらのデータベー

スを横断的に検索するための技術について研

究を行った。 

従来は、横断検索を実現するには個々のデー

タベース間で異なるメタデータ項目名を共通

のメタデータスキーマに手動でマッピングを

行う必要があったが、本研究では、文字列の類

似度やルールを用いてマッピングの作業を自

動化することで、メタデータスキーマが異なる

データベース間での横断検索を実現した。 

本研究に関しては、国内シンポジウム 1 件の

発表を行った。 

 
(d) 論文・学会発表以外の活動の記録 
１．2008年 5月 8日 
 CS 放送ベネッセチャンネル「GO!GO!キャ

ンパス」取材。グローバル COE の研究プロジ

ェクトについて紹介。 

 

２．2008年 8月 28日 
 伝統的モンゴル文字文書のデジタル図書館

システム（Historical Records of Mongols）の

インターネット上での正式公開。 

（http://www.dl.is.ritsumei.ac.jp/tmsdl/） 

 
(e) 業績一覧 
〈論文〉 
樫山裕史, 手塚太郎, 木村文則, 前田亮「ランキング情報を利用した楽曲推薦システムの構築」第

1 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM2009）論文集, ヤマハリゾート

つま恋（掛川市）, 2009 年 3 月 8 日 

木村文則, 小牟礼雅之, 前田亮, 佐古愛己, 杉橋隆夫「古典史料データベース検索システムの提案」

情報処理学会研究報告, 2008-CH-78, pp.45-52, 立命館大学（京都市）, 2008 年 5 月 23 日 

【審査付き】木村文則, 前田亮「古文・現代語訳並列コーパスによる古語・現代語辞書の構築」

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. 119-124, 筑波大学（つくば市）, 2008 年 12 月 20 日 



【審査付き】鳥羽拓志, 木村文則, 手塚太郎, 前田亮「人文系データベース横断検索のためのメタ

データ自動マッピング」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. 241-248, 筑波大学(つくば市), 2008 年 12 月 21 日 

【審査付き】 Akira Maeda and Fuminori Kimura, ‘An Approach to Cross-Age and 

Cross-Cultural Information Access for Digital Humanities’, Digital Resources for the 

Humanities and Arts 2008 Conference (DRHA08), University of Cambridge (Cambridge, 

U.K.), 17 September 2008 

【審査付き】Garmaabazar Khaltarkhuu and Akira Maeda, ‘Developing a Traditional 

Mongolian Script Digital Library’, Proceedings of the 11th International Conference on 

Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL2008), pp.41-50, Kartika Discovery Hotel (Bali, 

Indonesia), December 2008 

【審査付き】Mayya Sharipova and Akira Maeda, ‘Utilization of Web in the Russian-English 

Phrase Translation’, Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia, 

Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA2008), pp.1687-1694, Vienna University 

of Technology (Vienna, Austria), 30 June-4 July 2008 

 

〈口頭発表〉 
樫山裕史, 手塚太郎, 木村文則, 前田亮「新たな楽曲発見のためのランキング情報を利用した楽曲

推薦システムの構築」第 71 回情報処理学会全国大会講演論文集, pp. 231-232, 立命館大学（草

津市）, 2009 年 3 月 12 日 

澤田敬治, 手塚太郎, 木村文則, 前田亮「動画共有サイトにおけるコメントを用いた動画分類の細

分化手法」第 71 回情報処理学会全国大会講演論文集, pp. 563-564, 立命館大学（草津市）, 2009

年 3 月 11 日 

谷川壮洋, 手塚太郎, 木村文則, 前田亮「楽曲の構成情報を考慮した歌詞による楽曲推薦システム

の構築」第 71 回情報処理学会全国大会講演論文集, pp. 235-236, 立命館大学（草津市）, 2009

年 3 月 12 日 

鳥羽拓志, 木村文則, 手塚太郎, 前田亮「メタデータ自動マッピングを用いた人文系データベース

横断検索システムの構築」第 71 回情報処理学会全国大会講演論文集, pp. 757-758, 立命館大学

（草津市）, 2009 年 3 月 12 日 

 

〈その他〉 
【Webアーカイブシステムの開発・公開】 
Garmaabazar Khaltarkhuu, 前田亮「伝統的モンゴル文字文書のディジタル図書館（Historical 

Records of Mongols）」2008 年 8 月 28 日正式公開 

 http://www.dl.is.ritsumei.ac.jp/tmsdl/ 


