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古典籍の画像分析に向けて  
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データベースを作るだけ
では足りない！ 

では、何をやればいい？ 

デジタルデータを使って
「読み方」を変える。 
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デジタル史料批判 
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データ 
史料 

エビデンス 
（証拠） 

批判 
探究 

数値データ 
空間データ（地図） 
画像データ（写真） 

空間的・視覚的
証拠に基づく事
実の推定と集積 

デジタルツール：アルゴリズムとデータベース 
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書籍デジタル化の価値は何？ 

• 図書館に行かなくても読める。 
• どこでも読める（フィールドワークに有用）。 
• コンピュータにテキストを読ませる。 
• コンピュータで定量的な分析ができる。 
• データを自由に切り貼り加工できる。 
• 詳細な研究成果を即時に共有・出版できる。 
• みんなで協力しながら研究成果を増やせる。 
• 誰もがアクセスできる研究環境を実現する。 
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データベースの構築 
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ディジタル・シルクロード 

• 2001年に開始。 
• デジタル・ヒューマ
ニティーズ：情報学
と人文学の共同研究
を通して、新手法に
よる新知見を目指す。 

• データベースやデジ
タル研究資源等は
ウェブで一般に公開。 
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東洋文庫貴重書
アーカイブ 

• 203冊の書籍59358ペー
ジを既にデジタル化。 

• 研究コミュニティ内で
最重要な書籍を選定。 

• キャプションや目次な
どは人手で入力。 

• 全文テキストはOCR活
用（誤りは未訂正）。 
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画像切り出し＋画像類似検索 
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色が類似した画像を検索 図の部分の自動切り出し 



空間的史料（地図）の
「読み方」 
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乾隆京城全図（北京） 
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大規模幾何補正技術 

制御点＋制御線：北京の
特徴である直線街路を保
存する幾何補正法を提案。 

巨大な大きさ = 縦14m×
横13m。 
地図の分割 = 203枚の
シートを滑らかに接続。  
巨大な画素数 = 全部で
290億ピクセル。 
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新発見とデジタル調査 

• 新発見：5枚のシートは、過去
の誤った修復（？）により、
位置が入れ替わっていた。  

• デジタル調査：地図中の地名
を網羅的に収集し、従来の地
名索引を増強した。  
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スタイン地図（シルクロード） 
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信頼されていた地図に、実は誤差があった？ 
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「所在不明遺跡」の問題 

① 

Yārkhoto 
③ ④ 

Bezeklik 
⑤ 
⑥ 

② 
⑦ ⑧ Kara-khōja Toyuk  

Sirkip 

Lukchun 

Chong-hassār, 
Kichik-hassār 

① Oi-tam, ruined fort 
② Bögan-tura 
③ Buluyuk ( Shipang, Sassik-bulak, Kazma ) 
④ Murtuk-ruins 

⑤ Yoghan-tura 
⑥ Chikkan-köl 
⑦ Bedaulat’s town, Bēsh-kāwuk, Kosh-gumbaz 
⑧ Yutōgh 
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             Missing Ruins 
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Error Distribution in Turfan Basin / White: Innermost Asia / Black: Serindia 

トルファンの古地図誤差分布 

• 経度方向に誤差が大きいのは、20世紀初頭は経
度測定が技術的に難しかったため。 
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誤差推定に基づく遺跡同定 
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Murtuk  Ruins 

Bezeklik Temple 
Ruins 

著名遺跡の誤差推定に基づき、所在不明のムル
トゥク遺跡は赤丸の位置にあると推定できる。 

Estimated error:  
west-southwest 5.6km 



視覚的・空間的証拠
（エビデンス）の集積 
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Mappinning：空間的証拠 

• 複数の地図の
場所の一致を
視覚的に確認。 

• 位置あわせし
た結果は誰で
も再現可能。 

• 複数の史料を
空間的に接続
できる。 
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PhotoFit：視覚的証拠 

• 複数の写真の景
観の一致を視覚
的に確認。 

• フィッティング
した結果は誰で
も再現可能。 

• 複数の史料を視
覚的に接続でき
る。 
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Data Critique Platform（進行中） 

• 空間的証拠や視覚
的証拠を集積する
レポジトリを構築。 

• 原著論文より細粒
度・迅速な研究成
果のマイクロ出版。 

• Semantic Web技術を
用いて、証拠の意
味的な検索を実現。 
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フィールドワーク 
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メモリーハンティング（メモハン）は、
記憶の場所を探して記録するためのモバ
イルアプリです（現在Android版のみ）。 
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ビフォー・アフター写真 
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三宅坂より司法省を望む, 写真の中の明治・大正, 東京編,  
国立国会図書館 

古地図で司法省を探したが、解釈が複数
出て場所を特定できない。最終的には、
想定と全く異なる地点が正解とわかった。 



クラウド・アノテーション 
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三宅坂より司法省を望む, 写真の中の明治・大正, 東京編,  
国立国会図書館 

研究者と市民が協力して、視
覚的・空間的証拠を収集する、
フィールドワークを実現する。 



オープンサイエンス 
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遷画：作品の断片化と再構成 
• 東洋文庫貴重書デジ
タルアーカイブのデ
ジタル書籍の利活用。 

• 画像の一部を断片化
し、メタデータを付
与して素材画像化。 

• 素材画像を利用者が
任意に再構成し、新
たな作品として公開。 
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2015/7/31 可能性としての日本古典籍 

テーマ検索 
エリア検索 
類似画像検索 
協調画像検索 

「遷画」の基本構造 

収集（Collect） 

並べ替え（Order） 共有 

収集支援機能 

ツアー展示 
ポストカード 
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画像の多義性と文脈依存性 
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アニマル三昧 

仲良し二人組み 

飛び出し注意 

敦煌 鳥 



イベントからミュージアムへ 
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今後に向けて 
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画像分析の難易度を考える 

• この画像は何を描い
たものか？ 

• この画像と類似した
構図や印象の画像は
あるか？ 

• ある概念はどのよう
に描かれているか？ 
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Physical Semantic 
Semantic 

Gap 

• この画像とあの画像
は同じものか？ 

• 2枚の画像は、画素
のレベルでどのくら
い異なるか？ 

• 異なり方のパターン
は何通りあるか？ 
 
 

取り組みやすい 取り組みにくい 



2方向の画像分析戦略 

• 専門家の置換：大
量・高精度な作業を
高速化・自動化する。 

• 例：写本の同一性判
定や特徴の分類。 

• 専門家の補完：少数
の高度な判断を支
援・効率化する。 

• 例：画像のフィルタ
リングやタグ付け。 

Physical Semantic 
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取り組みやすい 取り組みにくい Semantic 
Gap 



社会での利活用に向けて 

• 社会の人々の関心や問題意識に触れれば、
利活用は進む。実利が必要とは限らない。 

• @HistoricalPics : 昔の写真を投稿するだけだが、フォ
ロワー数260万と大人気アカウントに。 

• コミュニケーター、キュレーター等、関
心を積極的に励起できる人が欲しい。 

• （学校・生涯）教育を通して、過去から
現在に至る日本文化の生の姿に触れる。 

• 研究の見える化を利活用につなげたい。 
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関連情報 
• ディジタル・シルクロード 

• http://dsr.nii.ac.jp/ 
• 東洋文庫貴重書アーカイブ 

• http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/ 
• 古都北京デジタルマップ 

• http://dsr.nii.ac.jp/beijing-maps/ 
• 地図で探るシルクロード 

• http://dsr.nii.ac.jp/geography/ 
• メモリーハンティング 

• http://dsr.nii.ac.jp/memory-hunting/ 
• 遷画～シルクロード 

• http://dsr.nii.ac.jp/senga/ 
• 「デジタル・アーカイブとは何か — 理

論と実践」、勉誠出版、2015年6月。 
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