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(a) メンバー 
【事業推進担当者】稲葉光行 

【PD】斎藤進也 

【RA】大野晋 

 
(b) 研究目的 
 Valsiner(2007)は、文化を捉える視点として、

public culture と personal culture という２

つの概念を提唱している。本研究では、日本文

化を捉える枠組みとして、この２つの中間的な

概念として、personal culture を積み上げた 

collective culture ともいうべきものに着目す

る。これは、例えば、ある地域において語り継

がれてきた伝承のようなものであり、その地域

の歴史や文化に関する物語としてのナラティ

ヴ(narrative)(Wertsch, 1998)的な情報でもあ

る。 

 本研究では、この collective culture に関わ

る情報、特に地域についてのナラティヴを、地

域住民やその地域に詳しい研究者が Web 上の

データベースを介して共有することで、ローカ

ル・アイデンティティやコミュニティ意識を高

め て い く た め の 新 し い 媒 介 的 道 具

(mediational means)の作成に取り組んでいる。

そして、この研究活動の一環として、ユーザ参

加型のナラティヴ追記・共有支援機能を備えた

協調的アーカイブ構築ツールの開発に取り組

んでいる。これまでの研究によって、写真や動

画データを元にナラティヴを整理・蓄積してい

くためのツールである「耕蓄」システムを開発

した。また、地図に時間軸を加えた仮想的な３

次元空間上にナラティヴを追記していくため

のツールである「KACHINA CUBE システム」

を開発中である。 

 これらのツールは、専門家・年長者から初心

者・年少者への一方向的な知識継承ではなく、

多様な利用者のインタラクションによって、

人々の中に埋め込まれている知識情報（この場

合はナラティヴ）が呼び起こされ、明示化され、

デジタルアーカイブの中に蓄積されていくと

いうプロセスを支援するものである。このよう

な協調的なアーカイブの仕組みは、稲葉ら

(2001)が提唱する「ナレッジブルアーカイブ」

のコンセプトに基づいてデザインされている。 

 KACHINA CUBE の機能的特長について言

及すると、KACHINA CUBE では、アーカイ

ブの対象となる地域を、Web 上での仮想的な

CUBE（地図が持つ２次元情報に時間軸を加え

た３次元空間）として表現する。そして、この

仮想空間に対して、地域住民や研究者が、「文

化的フラグメント」（情報の断片）および「ナ

ラティヴ型コンテンツ」（ストーリー性を持っ

た、文化的フラグメントの集合体）を追記・定

義していく点に特徴がある。 

 
(c) 既存の事例・研究のレビュー 
 現在、歴史や文化に関する時空間情報を取り

扱う情報システムが普及し始めている。シドニ



ー大学アルケオロジカル研究所において開発

されている TimeMap システムは、時間情報と

地図を組み合わせをアニメーションによって

可視化する仕組みであり、人文科学研究者らに

広く用いられている。また、マサチューセッツ

工科大学 の SMILE project も、同じく時空間

情報を可視化するための道具であるTimeLine

を提供している。この仕組みを用いることによ

り、誰でも簡単に、特定のことがらに関する‘年

表’を作成することができる。また、この仕組

みでは、複数の年表を組み合わせて表示するこ

とが可能であり、人文科学者らが史実や資料を

整理、分析する際に有用である。これらの仕組

みは、Web システムとして開発されているた

め、インターネットを通じ時間と場所の制約を

受けることなく世界中のユーザによって情報

の追記/編集/共有が実現される。 

 こうしたシステムを人文科学の研究に適応

する際の目的は、多量の史実やオーラルヒスト

リーの取り扱いに際して、研究者の認知的負荷

を軽減するための情報の可視化の実現と、そこ

から新たなる知見導出を支援することにある

といえる。  

 TimeLine や TimeMap に代表される既存シ

ステムでは、情報の可視化についてはアニメー

ション表現を導入するなど様々な取組みがな

されているが、それを基にして新たなる知見を

導出するための解釈支援については、これまで

殆ど行われてこなかった。したがって今後は、

豊かな視覚表現のみならず、いかにして解釈を

支援するフレームワークを提供するかが重要

な研究課題となるといえる。 

 
(d) 本年度の活動報告 
 本年度は、大きく次の 3 フィールド、１． 

京都市洛西地区（昭和～平成期）、２．松山市

（日露戦争期）、３．福岡事件の供述分析にお

いてシステムを運用した。以下にそれぞれのフ

ィールドにおける活動報告を行う。 

  

１．京都市洛西地区（昭和～平成期） 
日本のハリウッドといわれる京都市洛西地

区における映画文化の形成過程を可視化する

ために、当時を良く知る映画関係者３名のイン

タビュー・データを格納した。また、ここでの

運用では、複数のナラティブが収束するポイン

トを示す「必須通過点」の自動検出機能が試用

された（図 1）。その結果、映画文化の形成に

おける必須通過点として「1920 年代の千本三

条」が検出された。 

 
 

２．福岡事件の供述分析 
  福岡事件という過去実際に起きた殺人事件

を対象とし、その裁判過程の可視化を試みた。

またここでは、一般的な地図の代わりに概念マ

ップ（図２）を用いている。この概念マップは、

殺人事件当日の被告人らの行動順序が図とし

て表されている。また、時間軸は裁判の進展に

対応している。したがって、ここでの地層モデ

リングは、裁判の進展を示す時間軸との被告人

らの行動順序を示す時間軸の２つの時間軸が

設定されている。運用から、本システムを用い

図１：必須通過点の検出機能 



ることで大量の供述の事件の全容を分かりや

すく把握できることが確認されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．松山市（日露戦争期） 
 日露戦争期の松山市におけるロシア人捕虜

と市民らの交流の実態を明らかにすべく、

1904 年から 1906 年までの『海南新聞』の記

事のうち、ロシア人収容所に関する記述がある

ものを独自のプログラムを用いて自動抽出し

た上でシステムに格納するとともに、『松山市

俘虜収容所冩眞帖』、および、吉松家、福田寺、

菅氏、雲祥寺が所蔵する写真コレクションを手

入力によって格納した。その結果、所蔵の異な

る資料が、ひとつの「ナラティヴ」として分か

りやすくまとめられたことなどから、複数資料

のオーサリング・ツールとしての有効性が示さ

れている。 

  また、このフィールドでは、KACHINA 

CUBE に加えて TimeLine およびテキストマ

イニングも併用し分析を行い、それぞれを比較

することで、「地域の記憶」を分析する上での

方法論的考察も行った（表１）。その結果、地

域の記憶の分析プロセスにおいて、コンピュ

ータ・プログラムによる自動的な情報処理と

研究者の解釈に基づく情報整理の双方を相補

的に取り入れることの重要性が示された。そ

して、テキストマイニング、TimeLine、

KACHINA CUBE を一つのシステムとして

統合し、よりデータ横断的に地域の記憶を分

析しうる仕組みを開発することの重要性が示

された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要局
面の抽

出

重要なト
ピックの

探索

情勢の把
握

内容の
解釈

空間情
報の認

知

データ（資
料）間のつ
ながり把握

サンプリ
ング

テキスト
マイニン

グ
○ ○ △ × × ×

TimeLin
e

× ○ ○ △ × ×

KACHIN
A CUBE

× × × ○ ○ ○

プログラ
ムによる
自動情報
処理＋研
究者の解
釈による
情報整理

プログラ
ムによる
自動情報

処理

表１：手法の比較 
図３：法的ナラティヴの可視化 

図２：概念マップ 



松山市俘虜収容所の所蔵

菅氏の所蔵 吉松家の所蔵 吉松家の所蔵 福田寺の所蔵 福田寺の所蔵  

 

 
(f) 今後の課題 
 今後も複数フィールドで、実際にシステムを

運用しながら機能拡張を行っていくが、その際

には下記の６点が特に重要であるといえる。 

１．ユーザによって任意に指定された指標をも

とに、情報間のつながりを自動検出するプログ

ラムの実装 

 

２．より豊かにナラティヴ性を表現しうるイン

ターフェースの開発 

３．格納、処理されるデータ（史実、ナラティ

ヴ、可視化情報など）に対するメタデータの記

述形式の設計 

 

４．動画・音声アップロード機能の実装 

 

５．Google Map との連携機能の実装 

 

６．大量の書き込みへの対応 

 

 

図４：日露戦争期の収容所アーカイブ 



(g) 業績一覧 
〈論文〉 
【審査付き】斎藤進也, 大野晋, 稲葉光行「時空間情報の可視化による「地域の記憶」の分析手法

に関する研究―日露戦争期の松山市を事例として―」アート・リサーチ, 9 , pp.115-122, 2009

年 3 月 

斎藤進也, 稲葉光行「地域の知を集める―協調的ナラティヴの蓄積による日本文化アーカイブの

構築―」情報処理学会研究報告, 2008-CH-78(9), pp.61-68, 立命館大学（京都市）, 2008 年 5

月 23 日 

 

〈口頭発表〉 

斎藤進也, 山田早紀, 稲葉光行, サトウタツヤ「KACHINA CUBE システムの概要と TEM への応

用」「TEM ではじめる質的研究」研究会, 立命館大学（京都市）, 2009 年 3 月 8 日 

 

〈講演〉 

宮脇昇, 稲葉光行, 斎藤進也「捕虜が歩いたマツヤマ」ミュージアム講座, 坂の上の雲ミュージア

ム（松山市）, 2008 年 12 月 27 日 


