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あらまし：本論文では、浮世絵を対象として、多言語かつ異種のデータベースに対して同時に検索し、それらの検

索結果を統合して利用者に提示する手法を提案する。これにより、入カインタフェースの異なるデータベースに対し

ても、一つの問合せで検索可能である。本システムではさらに、英語を用いる利用者が英語の検索語を用いて日本

語のみで提供されているデータベースを検索可能にするため、英語と日本語間の言語横断検索の機能を提供して

いる。

Summary: In this paper we introduce a prototype federated search system for accessing Ukiyo-e prints in 

different languages simultaneously, which retrieves diverse multiple databases in parallel and integrates 

multilingual retrieved results on-the-fly. The proposed system allows searching and browsing multiple Ukiyo-e 

databases in parallel as well as displaying diverse multilingual results in a user-friendly way. This system also has 

a facility for cross-language search between English and Japanese, which enables English-speaking users to 

search databases available only in Japanese using English query. 
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1. はじめに

近年、図書館、文書館、博物館など多くの文化施設

がインターネット上でデジタル化された所蔵品の公開

を始めており、その結果として、同種のデータを対象

にしているにもかかわらず、実際には異種のデータベ

ースが混在する状況となっている。本論文では、世界

中に散在する浮世絵画像のデータベースに対して統

合的なアクセスを提供する手法について述べる。浮世

絵は、江戸時代における芸術の一つとして世界的に

高い評価を受けている。最近の情報技術の進歩およ

びインターネットの普及に伴い、多くの浮世絵がデジタ

ル化され、検索可能なデータベースや、 美術館 Web

サイトにおける展示、あるいはスキャンされた画像のコ

レクションなどの形で公開されている。しかしながら、浮

世絵画像の保存方法はコレクションによってまちまち

である。その結果、インターネット上の浮世絵画像への

アクセスは、一貫性のない様々なインタフェースによっ

て提供されているのが現状である。利用者にとっては、

様々なインタフェースを持つ多様なデータベースから

簡単に必要な情報を得ることは、非常に時間と手間が

かかる状況になっている。

本論文では、我々が開発している、複数の異なる浮

世絵画像データベースを同時に検索し、検索結果を

その場で統合する浮世絵の統合検索システムについ
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図 1:提案システムの構成

て述べる。提案するシステムは、最新の情報技術を活

用することで、複数の浮世絵データベースに対する検

索や閲覧を可能とし、さらに利用者にとって使いやす

い形での検索結果の表示を実現する。 これにより、利

用者の時間と手間を節約することができると考えられる。

本システムではさらに、英語を用いる利用者が英語の

検索語を用いて日本語のみで提供されているデータ

ベースを検索可能にするため、英語と日本語間の言

語横断検索の機能を提供している。

2. 浮世絵データベースに対する統合検索の

アプローチ

我々が提案する横断検索システムの構成を図 1に

示す。図 lに示すように、たとえば利用者がタイトルに

ある検索語が含まれる浮世絵を検索したい場合、本シ

ステムは複数の浮世絵データベースから、タイトルもし

くはタイトルに相当するメタデータ項目にその検索語

が含まれるものを検索する。同様に、作者・著者・主題

などの他の項目による検索が可能である。提案システ

ムの特徴は次の通りである。(1)単一のインタフェース

と一つの検索語で複数の浮世絵データベースヘの同

時アクセスを実現する。 (2)異なる言語で提供されてい

る多様な浮世絵データベースのメタデータ項目のマッ

ピングを行う。(3)日本語で提供されている浮世絵デ

ータベースに対して英語での検索および閲覧を実現

する。(4)複数のデータベースから得られた検索結果

をその場で集約・統合し、単一のインタフェースで利用

者に提示する。

横断検索技術は、データベースヘの問合せの結果

生成された動的なページにアクセスすることが可能で

ある [l]。さらに、 Bergman[2]や Raghavanら[3]の

報告によると、主要なWebクローラはWebの表層にあ

るリソースに対してのみ収集し索引付けを行うが、 Web

の深層にあるリソース（例えばWeb上に公開されてい

るデータベースに格納されている情報）については収

集・索引付けを行わない。言い換えると、横断検索技

術は、 Webサイトや動的ページなどで提示される Web

の深層にあるリソース [2][3]など、複数のデータベー

スを一つの問合せで同時に検索するために利用する

ことが可能である [l][ 4]。

我々の手法は、横断検索、すなわち分散情報検索

の範疇に属する。複数のデータベースにアクセスする

ための他の手法として、 事前に様々なリソースからデ

ータを集める技術であるハーベスティングやクローリン

グがある。これらの手法はたいてい、頻繁な更新が要

求され、かつ大規模なストレージに格納されている索

引のマスターを使用する。頻繁に更新しなければ各デ

ータベースに格納されだ情報は最新ではなくなってし

まうため、新しく更新された情報は検索に利用できな

いということも起こりうる。

2.1. 統合検索の実現のための課題

本節では、浮世絵画像の横断検索システムを実現

するに当たって直面したいくつかの課題と、それらをい

かに解決したかについて述べる。 このようなシステムを

実現するには、 「複数データベースヘの同時アクセス」

および「検索結果の集約と統合」という二つの大きな課

題に対処する必要がある。以下でそれぞれの課題と

解決策について述べる。

2.1.1. 複数データベースヘの同時アクセス

提案システムのプロトタイプは、次に挙げる二種類

のデータベースに対するアクセスおよび検索に対応し

ている。 (1)カタログ化・メタデータ作成・データ交換の

方法が標準規格に準拠しているもの。 (2)独自のメタ

データスキーマを持ち、それぞれ異なるインタフェース

やプロトコルでアクセス可能な Webデータベース。本

システムでは、検索プロトコルの規格である Z39.50、

Search/Retrieve Web service (SRW)、Search/

Retrieve via URL (SRU)、OpenSearchなどに準拠した

データベースに対する同時検索が可能である。本シス

テムは、無料で利用可能なオープンソースソフトウェア

である Pazpar2[5]、YAZ[6]、SimpleServer[7]などを

カスタマイズすることで開発している。 これらを用いるこ

とで、本システムにおいてWebの深層にあるリソースも

含んだ様々な種類のデータベースを同時に検索する

ことが可能となる。

2.1.2. 検索結果の集約と統合

ここでは、複数の浮世絵データベースを同時に検索

し、その検索結果を統合する際に問題となるいくつか

の点について述べる。多様なデータベースから得られ

た検索結果を集約して統合することは、一貫性のない

様々なインタフェースやプロトコルによってアクセスさ
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れる多言語のデータベースに対しては特に困難であ

る。各データベースからの検索結果は、データベース

によって単純なものから詳細なものまで様々なものが

存在し、さらに様々なメタデータ形式や HTMLなど

様々な種類のフォーマットによって返される。

そのため、本システムでは検索結果をその場で統

合するために、ダプリンコアメタデータ要素セット

(Dublin Core Metadata Element Set: DCMES)に基づ

く単純なメタデータスキーマを採用した。具体的には、

検索結果を単一のインタフェースによるリストの形で表

示するため、 <title>、<creator>、<subject〉、

<description〉などの基本的な要素を採用した。

もし、ダブリンコアの基本要素に準拠したリモートデ

ータベースが複数の出カフォーマットを提供するなら、

我々は、情報の損失のない可能な限り詳細な元の情

報源からの情報から返されるレコードを得ることを目指

す。そのあと、返された結果とくtitle>、<creator>、

<subject>などのダブリンコアの基本要素との対応付け

のために、XSLTと正規表現が使用される。

標準規格に準拠しない Webデータベースから返さ

れる検索結果は、ほとんどの場合 HTMLである。これ

らの Webデータベースに対しては、検索結果の

HTMLから必要な情報を抽出する「スクリーンスクレイ

ピング」と呼ばれる技術を用いる。

提案手法のデータ抽出モジュールは、検索結果の

HTMLを読込み、必要な HTMLタグを抽出する

XPathと正規表現は、 HTML中の抽出対象個所の識

別と出現位置の特定のために利用される。たいてい、

HTML文書中には重要な属性がいくつか含まれてい

る。実際、くa〉タグの多くは、提案システムが提供できる

リソースヘのリンクとしての URLへと対応付ける「href」

属性を持っている。例えば、メトロポリタン美術館から

得られる検索結果のレコードが以下のようなものであっ

たとする。

<p><a href= " ... ">Azuma Bridge from Ko 

magatad6 Temple, from the series One 

Hundred Famous Views of Edo</a></p> 

<p>Utagawa Hiroshige (Japanese, 1797 

-1858) </p><p>Date: 1857<br/>Accessi 

on Number: JP1023</p> 

この例では、芸術家名とそれ以外のデータは、(p>

タグおよびいくつかの任意の(br>タグにより分割されて

おり、これを抽出パターンとして使うことができる。実際、

<title>, <author>, <date〉などのタグを含んでいる全て

のフィールドは、データベースごとに固有の記述パタ

ーンを適用することより、 XPathを用いて抽出すること

ができる。HTMLタグによるデータ分割が行われてい

ない文字列からくauthor〉の情報に相当するデータを

抽出するためには、 "(Madeby);", "(Print artist);", 

"(Claimed to be by);", "(Designed by)", "(Print made 

by)", "(Drawn by)", "(Author)", "(Published by)", 

"Designed by", "Formerly Attributed to", "In the 

Style of'', "Original print designed by"などのラベルと

しての表現を利用する。

さらに、日本語での標準規格非準拠の Webデータ

ベースの検索結果からタイトルや作者等の項目を同定

するため、メタデータの自動マッピング手法 [8][9]を用

いている。たとえば、項目名「画題等」「画題2」「役名」

「外題」「所作題」「細目題」 「主外題」「系統分類題」

「演目（統合）」 「画題統合」は、異なる意味を持つが、す

べてタイトルに関する項目であるため、いずれも<title>

にマッピングされる。

実際、この後の処理のために、提案手法は検索結

果の HTMLを記述されたメタデータのフィールドヘと

分割する。複数の異種の浮世絵データベースからデ

ータの集約を行い、これらのデータのメタデータヘの

マッピングを行ったあと、提案システムはバイリンガル

データの生成を行い、検索結果の統合をし、利用者の

見やすいように提示する。しかし、メタデータ属性

<author〉やくtitle>中にある全てのauthor名やtitle名

を収集したとしても、メタデータの値はこの処理の段階

では別々のデータベース間で異なる表現形式である

かもしれない。そこで、異なる表現を統一するため、重

複排除、生誕日と死亡日の統合、姓と名の間へのコン

マの付与などのような変換規則を適用することにより、

さらなるデータの標準化が行われる [10]。

2.1.3. 異言語のデータベースに対する検索

英語と日本語を横断した検索の手法は、以前に

我々が行った研究 [11]において実装を行った。このよ

うな特徴は非常に有用である。なぜなら、研究者が一

つの言語内だけで検索•閲覧しているだけでは情報が

不十分で、他の言語で記述されだ情報からさらなる追

加の情報にアクセスする必要が生じるかもしれないか

らである。日本の美術館や公的機関において公開さ

れているコレクションは、ほとんどが 日本語でしか利用

できない。それゆえ、日本語に不慣れな人は必要とす

る情報を見つけられないかもしれない。それに加え、

浮世絵データベース中のテキストには、絵師の名前や

用いられる用語には江戸時代独特のものが含まれて

いるなど、 かなり特殊である。
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図 2:横断検索システムのプロトタイプのスクリーンショット．浮世絵の作者名を「UtagawaHiroshige」として検索

語を入力して得られた検索結果（英語表示）．

対訳辞書による問合せの翻訳を行う手法は、日本

の芸術・文化分野の専門用語辞書を用いることにより

採用している。提案手法における今後の課題として、

例えば姓名のフルネームではなく名だけをキーワード

としたり、「絵師名＋専門用語」などのような、様々な

形式のキーワードに対応することである。 例えば、もし

利用者により「Kuniyoshi」という問合せが入力された場

合、「Kuniyoshi」という問合せは「国芳」と翻訳され、複

数の日本語の浮世絵データベースに対して検索が行

われる。同様に、「国芳」という利用者からの問合せは、

「Kuniyoshi」と翻訳される。提案手法における「国芳」と

「Kuniyoshi」のような二言語の問合せは同じデータベ

ースヘと送られ、各検索結果は一つの検索結果に統

合される。

2.1.4. 二言語データの作成

本節では、どのようにして遠隔の浮世絵データベー

スに対する検索結果から二言語データを作成するか

について議論を行う。浮世絵のテキスト情報は日本語

または英語、時にはその両方が入手可能である。なぜ

なら、浮世絵は世界中に広く人気があるからである。

提案システムは日本語テキストに対して以下の追加

のいくつかの課題を実行する。(1) 日本語テキストから

の「読み」または「音訳」の抽出、(2)可能であれば訳

語の発見、 (3)利用者が見やすい方法での「読み（仮

名またはローマ字）」、「訳語」、「漢字表記」の提示。

ある利用者は漢字表記による元のテキストを好むか

もしれないが、別の利用者は翻訳のほうを好むかもし

れない。またある利用者は漢字と仮名を用いた日本語

を理解するかもしれないが、別の利用者にとってはロ

ーマ字表記のほうが読むことができるかもしれない。

「読み」は、浮世絵に関係する専門用語の正確な発音

を知るためには必要であるかもしれない。

もし「読み」や「音訳」が元の情報源となるテキストか

ら見つからない場合、日本語の形態素解析器である

「MeCab」を利用して、元の日本語テキストから「読み」

を生成する。日本の芸術・文化分野の専門用語辞書

に掲載されている専門用語や芸術家の名前は、

MeCabの辞書へ追加登録を行っている。デフォルトの
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• Boston M匹 umof Fl心

A心

• Llb111ry of Congrf!SS 

AUTHORS IN JAPANESE 

• うたがわひろしげ ，ム

• 歌J/1広璽 '11 

• うたがわひろしげい

ぃ
• ずずきひろしげ （糾）

• うたがわくにさだ (6)

• こしむら へいずtt:6) 

• 越村事動

• 歌Ill園只 Toyokunl111 (4) 

• おかざわやたへいじ ’ 
• Print Artis , 

• あんどひろしげ［うたがわ

ひろしげ；いちりゅさい；

いちゆさい；りゅさい） と

"'It~ms 

TIMESPAN 

50 

•o 

3() 

20 

,o 

I 
1BZO 1913 

Home• Fee如 atedSearch 

utagawa hiroshige SEARCH 

Sort by ! Relevance• I and show匡こ口 perpage. 

61-90 of 1064• 
≪12 3 456 78910111213141516171819 20212223公 2526 27 28 29 30 313233 3435 36• 

61. ひぜんごとうくじらりょうのず．うたがわひるしげ.,1859. 
----. . ...  -・・...  - . ........  ---- --- - . - --..  --・........  - . ● ・ ・ - ・ ・ - ・ - ・ - --・-・・ - ・・・  響・・・・・・・・-・・---・-・-・・

'~ ~ Title transcription ひぜんごとうくじらりょうのず

Authors: うたがわひるしif;

， 
----------. --------------------------------------------------------. ------------------------" 

Location: Library of Cong「ess

Original records: [Link] [Link] 

Inform● tiora Wh辿arsarmed with harpoons hunting曲 ales

• T~le and other descr甲t西 informatゅncompied by Nか bunken却 onsoredEdo pnnt speaal~ts tn 

2005-06 

• Form置： veruca!O函 N吋htkte

From the series Shoko如 mreishoh匹砒血 ・Onehundred famous voews of the country 

Edition: 1859; [unk]. [Lwik], 

RISBLbTeX 

62. やまとよしのやまうたがわ ひるしげ..1859. • 

--------・--------------------------・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・------------一・・・---------------

圏
Title transcription・ やまとよしのやま

Authors: うたがわひるしげ；

Location・Library of Congress 

Original records. [Link] [Link] 

!other viewl 

Title 

63. Choshi Bay in Shimosa Province; Famous Places in the Provinces (Woodblock print)-う

たがわひろ しげ.,1854-1858. ≫ 

--------------------------------------------------------------------------―---------------, Chosh, Bay in Shimosa Province・Famous Places in 

MeCabの辞書では、日本の芸術・文化分野の専門用

語に対しての「読み」を十分に提供できないためであ

る。

ローマ字表記による「音訳」、英語による「title」、日

本語「title」の英訳は、英語ページにおける日本のコン

テンツを提示する際に使われる。 一方、仮名表記の

「音訳」、日本語による「title」、 英語「title」の日本語訳

は、日本語ページで提示する際に使われる。こうして

利用者は、基本的な情報やオリジナルの浮世絵を見

つけるためのリンクを保持した二言語での浮世絵のリ

ストを提供される。

2.2. 横断検索システムのプロトタイプ

図2と図 3は、我々が構築した横断検索システムの

プロトタイプのスクリーンショットである。現在のシステム

では、 1915年以前の日本の浮世絵を検索することが

できる。本システムでは、アメリカ議会図書館(Library

of Congress: 約 2740件）、日本の国立国会図書館

transcnpt1on: the Provinces (Woodblock pnnt) 

Authors: うたがわひるしげ；

Location: v,ctona and Albert Museum 

Original records: (Link] 

oth可：
vrew ' ， 

64. Fireworks at Ryogoku Bridge, from the series One Hundred Famous Views of Edo. うた

がわ ひるしげ.,1858. • 
r-------------------------------------------------------------------------------------------, 

図 3:横断検索システムのプロトタイプのスクリーンショット． 浮世絵の作者名を「UtagawaHiroshige」として検索

語を入力して得られた検索結果（日本語表示）．

（約 10,000件） 、大英博物館（約9,000件）、ボストン美

術館（約 30,000件）、ヴィクトリア＆アルバート博物館

（浮世絵および浮世絵に関連する絵画や書籍 25,000

件以上）、 立命館大学アート・リサーチセンター所蔵浮

世絵検索閲覧システム（約 12,500件）、メトロポリタン美

術館（約 4,200件）、アシュモレアン博物館（約 640

件）、シカゴ美術館（約 2,100件）、江戸東京博物館

（約 6,100件）の浮世絵を検索対象としている。

浮世絵のテキスト情報やメタデータに関して、立命

館大学アート・リサーチセンターは日本語のみで提供し

ている。 一方、江戸東京博物館や国立国会図書館は

主として日本語で提供しているが、少ないながらも一

部は英語でも提供している。欧米のデータベースでは、

大半が英語のテキストで提供されており、日本語のテ

キストはごく一部でのみ提供されている。

提案した横断検索システムは、検索語に英語を用

いても検索することができる。この特徴により、英語に

よる単一のインタフェースと単一の検索語を使って日
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本語のデータベースを検索•閲覧できるため、日本語

の理解できない利用者にとって有用である[12]。

システムのプロトタイプのスクリーンショット図 2と図 3

は、浮世絵の作者名を「UtagawaHiroshige」として検

索語を入力し、その結果として得られた検索結果を示

している。その結果、利用者は基本情報を含んだスニ

ペットのリストにアクセスすることができる。また検索結

果には、日本語または英語への切り替えリンクや、見

つかった場合は浮世絵画像のオリジナルヘのリンクも

提供されている。基本情のローマ字表記、英語での作

品名、日本語作品名の英訳が、英語版のページに表

示される。かな文字表記、日本語での作品名、日本語

作品名の英訳は日本語版のページに表示される。

「Otherview」ボタンは、利用者が表示される言語を

手早く切り替えるためのものであり、このボタンを押す

ことで英語表示と日本語表示の間で切り替えられる。

3. おわりに

本論文では複数のデータベースを対象に、しかも複

数の言語を対象に浮世絵データベースに対して同時

並行で検索し、その検索結果の統合を即座にフロント

エンドで行うという、プロトタイプシステムについて紹介

した。このようなシステムは、言語横断検索という側面

が日本語を理解できない利用者にとって有用であるこ

とはもちろんのこと、それだけではなく、単一のインタフ

ェースで浮世絵データベースを検索•閲覧できること

は利用者にとって時間節約の助けとなる。提案した手

法は、浮世絵データベースのように様々な言語で記述

されていたり、様々な書式・インタフェースから構成さ

れているデータベースに対して、特に重要である。

我々は本システムをさらに改良し、単一の検索語・

単一のインタフェースを介してより多くのデータベース

に対して多言語横断検索が行えるようにすることを検

討している。
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