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自己紹介 現在の研究
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文化資源の電子化と
その情報統制

図像資料の文化史
表象文化に関する研究

江戸時代の古地図（赤水図）
の版による表現内容の違い
2004

上野彦馬など歴史写真の
内容分析 2006

資料の電子化とビュワーアプリ
ケーションの開発

近代儀礼などに関する表象
文化論研究 2007～

汎用性・標準性個別性

統合的・標準的なデジタルヘリテージ

資料の統合的な活用とそのメタ
データ及び用語・人名統制

写真師 丸木利陽・小川一眞
に関する研究

岩倉家写真資料に関する研究

写真アーカイブの構築とそのリサーチ
プロファイルの策定

2008～

本日の内容

Ⅰ：“発表者”の「表象文化研究」の解釈

Ⅱ：表象文化研究とデジタル技術

Ⅲ：今後の取り組み

Ⅳ：まとめ

幕末 明治 大正 昭和 戦後
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肖像写真の研究上の位置づけ

•芸術学、美術史で写真が対象となるのは、撮
影者の技法にユニークな点があり、作品に他
とは異なる個性があるような作品。

•明治期の肖像写真は、芸術史、美術史での研
究対象とはなりにくい。

•その他、歴史学、芸術学、社会学、メディアス
タディーズなどでは取り扱われにくい

年代～幅広い視点からの研究

芸術的、歴史学な価値が低くても、多くの人
が閲覧し、受容したイメージの意味や情報
の流れを考える研究が進展する。

表象文化論に近い研究

“発表者”の「表象文化論」研究のアプローチ

①どのようなイメージがどのよう
な背景で作られたか ②イメージがどのような「情

報」や「意味」を持っているか

④それらの「情報」や「意味」が人々の「意識」や「考
え」「集合的な記憶」にどのような影響を与えたか

単純化しますと・・・

③「情報」や「意味」がどのように伝わっ
たか、浸透したか

②イメージがどのような「情報」や「意味」を持っているか

①どのようなイメージがどのような背景で作られたか

伊藤博文の肖像写真研究のまとめ

•新しい表現技術を持った世代によって撮影され
た肖像写真

•写真師から写真家の時代のへの端境期の作品

•単に人物を図像化するだけではなく、その人物
の「印象」や「イメージ」を形成できる絵づくり

•実際よりも彫が深く、瞳が大きく光が入り、眉間
に皺がよっている

•遠くに眼差しを向け「未来を見つめながら考え
る」姿



④それらの「情報」や「意味」が人々の「意識」や「考え」、
「集合的な記憶」にどのような影響を与えたか

③「情報」や「意味」がどのように伝わったか、浸透したか

•千円札の伊藤のイメージは昭和38年以降に普及

•伊藤の「遠くに眼差しを向け「静かに未来を見つめ、
考える姿」は戦後人々が共有したもの

•明治時代の人々が持った伊藤へのイメージと同一
ではない。

•政治家イメージへの「共有の記憶」とは？

•実際は左右両方向の写真が撮影
•伊藤の生存時は右向きのやや不機嫌な写真が普及
•左向きは死後表に出て、昭和38年に千円札が発行さ
れた以降一般に広まる

伊藤博文の肖像写真に関する研究のまとめ

写真師が作家性を持ち始めた時
代の写真伊藤の顔はもう少し平板 遠くに眼差しを向け「静かに

未来を見つめ、考える」姿

伊藤に対する共有イメージは明治と戦後では異なる。伊藤
への人物イメージも同一ではない。政治家の共有イメージ、
共有記憶は特定の写真に依存している側面がある。

単純化しますと・・・

当初は右向きの瞳に光が入っていない不
機嫌な写真が普及。左向きの遠くを見つ
めるイメージは千円札とともに戦後に普及

日本のイメージ文化と表象文化論研究

•日本は「イメージ生産大国」

•但し「芸術学・美術史」で対象となる「作品」は1部
•ハイカルチャーではなくローカルチャーやサブカ
ルチャーが圧倒的に多い。

•マンガ、アニメーションだけでなく日本のイメージ
文化に対しては、芸術学的な観点だけではなく、
様々なイメージが社会にどのような影響を与えた
かといった、表象文化論的なアプローチが必要

“発表者”の表象文化研究
とデジタル文化資源

•発表者が表象文化に関する研究を行っていく
上ではデジタル技術の使用が重要

•理由
•調査範囲が広く、様々な資料を網羅的に調査す
る必要がある。

•様々なサイズの写真を統合的に扱い、比較検
証が必要

•分析には図像に文字情報を付与する必要があ
る。

•用語の統制が必要
•情報の共有が必要

研究資料の情報化

④それらの「情
報」や「意味」が
人々の「意識」
や「考え」、「集
合的な記憶」に
どのような影響
を与えたか

①どのような
イメージがど
のような背景
で作られたか

②イメージがど
のような「情報」
や「意味」を
持っているか

③「情報」や
「意味」がどの
ように伝わった
か

人名
勲章・記念章
服飾

メディアの記録や
行政の公文書、
その他

被写体データ作り手のデータ
作り手の記録

受け手の日記
証言・記録

当時の批評・言説

①どのようなイメージがどのような背景
で作られたか

必要なこと

•撮影者・作り手の記録
を地道に調査

•作品や作り手に関する
情報の記録化

•作家の記録

デジタル化

•作品データベース

•標準的なメタデータによる
公開

•画像の被写体の情報化

•作家の記録のデジタル化

②イメージがどのような「情報」や「意味」
を持っているか

必要なこと

•被写体に関する様々な
要素を情報化

•付与する用語を統制す
る。

•人名
•勲章・記念章
•服飾

デジタル化

•用語を統制化してデー
タベース化
•人名
•勲章・記念章
•服飾

•画像に統制された情報
を付与する。

③「情報」や「意味」がどのように伝わっ
たか、浸透したか

必要なこと

•どのようなメディア（新
聞・雑誌・展覧会・映
画）が使用されたか？

•メディアの運営記録

•行政の施策

デジタル化

•様々なメディア（書籍・新
聞・雑誌・その他）のデジタ
ル化

•メディアの出版年、出版社
などのメタデータの公開

•メディア機関の記録、各メ
ディアの発行数・どのよう
な人が閲覧していたかと
いう情報の公開 など。

•行政の施策に関するデー
タのデジタル化と公開



④それらの「情報」や「意味」が人々の「意識」や
「考え」「集合的な記憶」にどのような影響を与えたか

必要なこと

•人々の生活・活動の調
査

•当時、生活をしていた
人々への聞き取り調査

•批評・論評の調査

デジタル化

•メディアを受容していた
当時の人々の記録の
（日記など）公開

•聞き取り調査の公開

•批評・論評のデジタル
化と公開

発表者の取り組み

④それらの「情
報」や「意味」が
人々の「意識」
や「考え」、「集
合的な記憶」に
どのような影響
を与えたか

①どのような
イメージがど
のような背景
で作られたか

②イメージがど
のような「情報」
や「意味」を
持っているか

③「情報」や
「意味」がどの
ように伝わった
か

人名
勲章・記念章
服飾

メディアの記録や
行政の公文書、
その他

被写体データ作り手のデータ
作り手の記録

受け手の日記
証言・記録

当時の批評・言説

発表者の今後の取り組み

④それらの「情
報」や「意味」が
人々の「意識」
や「考え」、「集
合的な記憶」に
どのような影響
を与えたか

①どのような
イメージがど
のような背景
で作られたか

②イメージがど
のような「情報」
や「意味」を
持っているか

③「情報」や
「意味」がどの
ように伝わった
か

人名
勲章・記念章
服飾

メディアの記録や
行政の公文書、
その他

被写体データ作り手のデータ
作り手の記録

受け手の日記
証言・記録

当時の批評・言説

現状の課題

１０年前よりも公共機関のデータベース
公開も充実化（図書館、博物館、文書
館）①と③が充実

④は今後の課題

表象文化の研究者が①～③個別の
データベースを構築するのは限界

①～③については集約的な機関と協力
してデータベースを構築していく

協力のためのガイドラインの作成

②と④のデータの公開の促進

東日本大震災以降の変化

•東日本大震災の発生で文化資源の保存や、
「デジタルアーカイブ」の役割などが注目される。

•「NDL東日本大震災デジタルアーカイブ」が２０
１３年３月１１日より稼働。

•様々な機関・個人がガイドラインに沿って、震
災関連資料情報のアップロードが可能に。

•国立国会図書館で電子書籍などを集約する
「オンライン資料収集制度（eデポ）」を開始

•個別的なリポジトリから集約的なリポジトリへ

•震災によって④の領域に近い、個人の記録・
証言の重要性の増加（震災時の証言、震災前
の記録）。

今後求められること ①～④
「ハブ機能」を有する機関へのデータの集約

個別に作成したデータも、ハブ機能を有する機関へ集約
を行う。

ハブ機能を有するデータを基盤に、データベースを構築
する（クラウドの発想）

現在のプロジェクト ①～④

•①や②で調査した、作品や作家に関する様々な調
査事項をEPUBなどの標準的な電子書籍形式に掲
載し、国会図書館に納本する事業

国立国会図書館

電子書籍コンテンツ

「オンライン資料収集制度（eデポ）」

将来的
な公開

現在のプロジェクト１ ①～④
電子書籍を用いた、リサーチプロファイルの公開と納本

•収集したデータの他、テキスト、音声、映像、画像を電子書
籍フォーマットに集約して預ける

•公開や保存のコストを下げ、データの集約化に貢献する。



今後求められること ①～④
「表象文化研究」では

・研究で作成した図像資料
のメタデータや目次データ
などを、ハブ機能を有する
機関へ提供

・ハブ機能を有する機関の
システム上でデータベース
を構築

・権利処理をした上で、貴
重な図像資料のデジタル
データやメタデータなどを
提供。（必要であれば現物
も納本）

「集約的機関」は必ずし
も国会図書館だけでは
ない。
国家ハブ・地域ハブなど
の分業も考えられる。
検討していくには「 東
日本大震災デジタアーカ
イブ（ひなぎく）が参考と
なる。
方法論についてはガイド
ラインなどが必要

①どのようなイメージがどのような背景
で作られたか

“発表者”の表象文化研究の解釈と基本

②イメージがどのような「情報」や「意味」を
持っているか

③「情報」や「意味」がどのように伝わったか、
浸透したか

④それらの「情報」や「意味」が人々の「意識」や「考
え」「集合的な記憶」にどのような影響を与えたか

研究資料の情報化

④それらの「情
報」や「意味」が
人々の「意識」
や「考え」、「集
合的な記憶」に
どのような影響
を与えたか

①どのような
イメージがど
のような背景
で作られたか

②イメージがど
のような「情報」
や「意味」を
持っているか

③「情報」や
「意味」がどの
ように伝わった
か

人名
勲章・記念章
服飾

メディアの記録や
行政の公文書、
その他

被写体データ作り手のデータ
作り手の記録

受け手の日記
証言・記録

当時の批評・言説

“発表者”の「表象文化研究」では①～④
を軸に進み、関連する記録や情報が重要

この１０年で①と③のデータの公開が進
む。②と④は今後の課題

個々の研究者がデータを独立して公開す
るのは限界。ハブ機関に集約。

②の様々なデータ（人名や被写体に関す
る ）と④の個人の記録（イメージやメ
ディアの受容）を整理、公開する必要があ
る。

•震災以降、文化情報のハブ機関がデータを集
約する動向が見られる。

•今後は個別にデータを作るのではなく、最初か
ら集約的な機関への保存を前提としてデータを
作成し、最終的にはそこに納めることが必要。

•②に該当する人名や事物に関する情報（典拠
情報・文化に関するシソーラス）の整理

•④の領域に近い、様々な個人の記録のデジタ
ル化の可能性を探る必要がある。

•①～③における「文化情報のハブ機関」との
「協業」の仕組み作りや、④の「個人が持つ記
録」のデジタル化やその公開の方法論を、ガイ
ドライン化する必要がある。

ご清聴ありがとうございました。

終


