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あらまし 近年，歴史資料を対象としたデジタルアーカイブの公開が進められ，歴史資料に関するデータを誰でも手

軽に閲覧できる環境が整いつつある．しかしながら，歴史資料の価値を深く理解するためには，高度な知識が必要で

ある．そのため，歴史資料に詳しくない人にとっては，その価値を深く理解することや歴史資料の魅力を感じること

が難しい場合もある．そこで我々は，貴重な文化財である「小袖屏風」を対象とし，歴史資料に詳しくない人でも小袖

屏風に関する多様なデータを手軽に扱うことが可能なデータベースシステムの構築を行ってきた．本稿では，専門家

の知見を活用した閲覧システムを構築することにより，展示のストーリーに沿った情報提示が可能であることを示す．
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1. は じ め に

歴史資料を対象とした多数のデジタルアーカイブの公開によ

り，歴史資料の閲覧環境は大きな変化を遂げた．その結果，誰

でも手軽に歴史資料を閲覧できる環境が整いつつある．

こうした歴史資料を取り巻く環境の変化に伴い，これまであ

まり注目されることがなかった歴史資料が見直されつつある．

その 1つに「小袖屏風」と呼ばれる歴史資料がある．

図 1に小袖屏風の例（H-35-16 斜格子菊吉祥文模様腰巻）を

示す．小袖屏風とは，野村正治郎により昭和初期に作成された

屏風であり，江戸時代頃に実在した小袖の裂を金屏風に貼装し

たものである．全部で約 100隻存在し，大半が国立歴史民俗博

物館に所蔵されている [1]．

このような歴史資料の価値を広く共有するため，博物館では

従来から資料の実物展示が行われてきた．博物館における展示

には，専門家による歴史的・文化的背景に基づくストーリーが

存在し．閲覧者はストーリーに沿って資料を閲覧することで歴

史資料の魅力を感じ取ることが可能となる．しかしながら，貴

重な歴史資料は博物館の内部で大切に保管されていることが多

く，多数の歴史資料の実物を一度に直接閲覧できる機会はあま

り多くない．

一方，現状のデジタルアーカイブで閲覧可能なのは，一つ一

つの歴史資料に関する詳細な情報のみであることがほとんどで

ある．そのため，現状のデジタルアーカイブでは展示のストー

リーに沿った閲覧は難しく，歴史資料に詳しくない人がその価

値を深く理解することは容易ではない．それゆえ，歴史資料の

価値を広く共有するためには，専門家による展示のストーリー

に沿って歴史資料を閲覧することが可能なデジタルアーカイブ

を構築することが望ましい．

また，歴史資料に関するデータは多岐にわたり，その数も膨

図 1 H-35-31 草花模様小袖

Fig. 1 H-35-31 Kosode fragment in white divided-background

style with wild flowers.

大である．さらに，超高精細画像や超高精度スキャナーなどの

登場により，歴史資料に関するデータは今後も増大していくこ

とが予想される．したがって，それらのデータを全て統合し，

横断的に扱うことが可能なシステムを構築することが望ましい．

そこで我々は，貴重な歴史資料である「小袖屏風」を対象と

し，小袖屏風に関する多様な情報源を統合的・横断的に扱う

ことが可能なデータベースシステムの構築を行ってきた [2–7]．

本稿では，専門家の知見を用いた小袖屏風閲覧システムの構築

に関して述べる．また，歴史的・文化的背景に基づく展示のス

トーリーの代表例である「モード（服飾様式）の変遷」に沿っ

た情報提示が可能であることを示す．

2. 研 究 背 景

2. 1 デジタルアーカイブと歴史資料

近年の情報技術の発達により，デジタルアーカイブの構築・

公開が進められている．デジタルアーカイブとは，「図書・出版

物，公文書，美術品・博物品・歴史資料など公共的な知的財産

をデジタル化し，インターネット上で電子情報として共有・利



用できる仕組み」のことである [8]．

日本国内でデジタルアーカイブの重要性が広く認識されるよ

うになったのは，2003 年に定められた「e-Japan 戦略 II」[9]

の影響による．「e-Japan戦略 II」ではデジタルコンテンツの充

実が目標として掲げられ，博物館や美術館の所蔵資料に関する

デジタルアーカイブが重要なコンテンツとして位置づけられた．

その結果，多数の博物館や美術館の尽力により数多くのデジタ

ルアーカイブが構築され，誰でも手軽にデジタルアーカイブを

利用できる環境が整いつつある．

特に，貴重な歴史資料を対象としたデジタルアーカイブにお

いては，高精細画像を活用することが有効である．高精細画像

を活用したデジタルアーカイブを構築することにより，歴史資

料に直接触れることなく，資料の細部を極めて詳細に閲覧する

ことが可能となる．高精細画像を活用したデジタルアーカイ

ブの代表例としては，国立文化財機構により公開された「e国

宝」[10]や，国立美術館により公開された「遊歩館」[11]など

が挙げられる．

このようなデジタルアーカイブが数多く構築されたことに

より，複数のデジタルアーカイブを連携させ，新たな情報を見

出そうとする取り組みも盛んに行われるようになった．代表的

な取り組みとしては，文化庁と国立情報学研究所による日本

各地の博物館や美術館の所蔵資料に関する縦断検索を目的と

した「文化遺産オンライン」[12] の公開が挙げられる．また，

Matsumuraらによる LOD（Linked Open Data）を活用した

芸術関連情報の公開 [13]や，渡邉らによる長崎の戦災などに関

する多面的な理解を促すためのコミュニティ形成 [14]なども注

目すべき取り組みである．

こうした取り組みは，日本国内にとどまらず世界各地で行わ

れている．代表例としては，欧州各国が所有する 4,800万点以

上の歴史資料を対象とした europeana [15]の公開や，米国の博

物館などが所有する 700万点以上の歴史資料の統合検索に向け

た米国デジタル公共図書館（DPLA）[16]の公開，Googleによ

る博物館や美術館自体をアーカイブの対象とした Google Art

Project [17]の公開などが挙げられる．

また最近では，こうした取り組みを歴史資料の展示に活用す

る試みも数多く行われている．具体的には，岡本らによる複数

の絵画から切り出した素材をデジタルミュージアムに展示する

取り組み [18]や，安達らによる屏風絵の高精細画像を用いた展

示システムの公開 [19]，Suzukiらによる歴史資料について解説

したデジタル音源を用いた展示案内 [20]などが挙げられる．

さらに，歴史資料の保存や修復を行う上でも情報技術が欠か

せないものとなりつつある．Fukunagaらによる壁画や屏風絵

に対する電磁波を用いた THzイメージング技術の適用 [21]は，

その代表例である．THz イメージング技術を用いることによ

り，歴史資料の内部構造を傷つけることなく非破壊で分析する

ことが可能となる．それゆえ，歴史資料の内部構造に関する展

示への応用も期待されている [22]．

2. 2 野村正治郎と小袖屏風

本節では，対象とする歴史資料 [23]について述べる．

野村正治郎（1879-1943）は，昭和初期に活躍した京都の美

術商人であり，染織品のコレクターとしても有名な人物であ

る [24]．野村正治郎が蒐集した染織品をはじめとする服飾関連

のコレクション（以下，野村コレクション）は多岐にわたり，

コレクションの総数は 1,000点を超す．大多数が国立歴史民俗

博物館の所蔵品であるが，一部は日本国内の寺院や米国の博物

館などにも収められている [25]．野村コレクションの代表例と

しては，小袖と小袖屏風が挙げられる．

小袖とは，上下一部式で大きな装飾面をもつ着物の原型と

なった衣服である．平安時代から肌着（実用着）として用いら

れてきたが，時代の経過とともに表着へ変化し，多様な文様が

描かれるようになったのが特徴である [26]．

小袖屏風とは，野村正治郎により昭和初期に作成された屏風

であり，16～19 世紀に実在した状態の芳しくない小袖の裂を

金箔地や金砂子地の二曲一隻屏風に貼装し，衣服としての印象

を再現したものである．現存が確認されている小袖屏風は 108

隻存在し，そのうち 101隻が国立歴史民俗博物館の所蔵品であ

る．国立歴史民俗博物館所蔵の小袖屏風 101隻のうち，近年寄

贈された 1隻を除いた 100隻は野村正治郎の著書「時代小袖雛

形屏風」[27]に収録されている．また，そのうち 11隻の屏風

には小袖が 2枚貼られている．

「時代小袖雛形屏風」に収録された小袖屏風 100隻，および

それらの屏風に貼られた小袖 111枚に関しては，服飾学や染織

学の観点から調査や研究が進められてきた．その成果は，図録

「野村コレクション 小袖屏風」[28] に収録されている．また，

成果として得られたデータや画像はデジタルアーカイブ化され，

「館蔵野村正治郎衣裳コレクション」[1]として国立歴史民俗博

物館により公開されている．

2. 3 服飾資料を対象とした展示のストーリーの例

小袖屏風のような服飾資料を対象とした展示を行う際には，

服飾史や染色史に基づく展示のストーリーに沿って資料が配置

される．これにより，閲覧者は単に漠然と資料を眺めるだけで

なく，資料配置に込められた意味や意図を感じながら閲覧でき

るようになり，より興味深く資料を閲覧することが可能である．

文献 [29] によると，服飾資料に関する展示のストーリーの代

表例は「モード（服飾様式）の変遷」である．特に，小袖屏風

に貼装された江戸時代頃の小袖には，製作時期や文様の構図，

技法の違いなどにより多数のモードが存在する．各モードにお

ける文様の構図や技法の違いは視覚的に把握できるため，モー

ドの変遷の様子に沿って資料を閲覧することにより，歴史資料

に詳しくない人でも資料の魅力や面白さを感じることが可能で

ある．

以下では，江戸時代前期～中期頃に起きたモードの変遷の流

れに沿い，「慶長小袖」，「寛文小袖」，「元禄小袖」，「友禅染小袖」

について記載する．なお，以下の各モードに関する説明は全て

文献 [30]の記載内容に基づくものである．

モード 1：慶長小袖（図 2(a)）

江戸時代初期頃，特に寛永期（1624–1644年）を中心に流行

したモードが「慶長小袖」である．慶長小袖には，染織技法と

して主に絞りや刺繍などが用いられた．また，小袖の全体に大

柄な文様が大胆にあしらわれており，躍動感に満ちた意匠で構



(a) 慶長小袖 (b) 寛文小袖 (c) 元禄小袖 (d) 友禅染小袖

図 2 江戸前期～中期頃におけるモードの様子

Fig. 2 Mode Variation from Early to Middle Edo period.

成されているのが慶長小袖の特徴である．

モード 2：寛文小袖（図 2(b)）

慶長小袖の流行から少し経ち，寛文期（1661–1673年）を中

心に流行したモードが「寛文小袖」である．慶長小袖と同じく，

寛文小袖にも絞りや刺繍の染織技法が用いられたが，絞りの技

術の向上により,緻密な装飾表現が可能になったという特徴を

もつ．また，全体的に余白が多く，文様配置が左右非対称であ

ることも寛文小袖の特徴である．

モード 3：元禄小袖（図 2(c)）

寛文小袖の流行の直後，元禄期（1688–1704年）を中心に流

行したモードが「元禄小袖」である．慶長小袖や寛文小袖と同

じく，元禄小袖にも絞りや刺繍の染織技法が用いられたが，こ

れまでよりも金糸や色糸が多用されるようになり，刺繍による

表現がさらに多彩になったという特徴をもつ．また，寛文小袖

に比べて文様部分が拡大したことにより，華やかさが現れてい

るのも元禄小袖の特徴である．

モード 4：友禅染小袖（図 2(d)）

元禄小袖の流行の終焉に伴い，元禄期以降の江戸中期頃を中

心に流行したモードが「友禅染小袖」である．友禅染小袖にお

いては，これまでのモードで用いられた染織技法である絞りや

刺繍の使用頻度が減少し，染や描絵による表現が数多くみられ

るようになった．また，染や描絵に関する技術が確立したこと

により，これまでのモードに比べて多彩な色合いが用いられる

ようになり，絵画的な文様表現が多用されるようになったのも

友禅染小袖の特徴である．

2. 4 本研究で解決すべき課題

貴重な歴史資料を博物館で展示する際には，専門家が歴史的・

文化的背景に基づく展示のストーリーを組み立てることにより，

歴史資料の魅力を伝えようとすることが多い．

しかしながら，貴重な歴史資料は博物館の倉庫などで大切に

保管されていることが多く，多数の歴史資料の実物を一度に閲

覧できる機会はあまり多くない．それゆえ，歴史的・文化的背

景に基づく展示のストーリーに沿って多数の歴史資料を閲覧で

きる機会は限られているのが現状である．

そこで本研究では，国立歴史民俗博物館で大切に保管されて

いる貴重な歴史資料である「小袖屏風」を対象とし，以下の 2

点を満たす小袖屏風閲覧システムの構築を行う．

（ 1） 一覧性（At a glance）を重視することにより，小袖屏

風の全体像や屏風に貼装された小袖の集合から得られる雰囲気

などを閲覧者が容易に感じられるようにする．

（ 2） 高精細画像の拡大やモティーフ（文様）の強調表示を

実現し，屏風に貼装された小袖にあしらわれた染色技法やモ

ティーフなどを視覚的に把握できるようにする．

これにより，単に小袖屏風を眺めるだけでは得られない，小袖

屏風の魅力や面白さを視覚的に把握できるようになる．

また，構築した閲覧システムを活用し，専門家による展示の

ストーリーに沿った情報提示を行う．本稿では，上記の 2点を

組み合わせることにより実現可能なものとして，2. 3節で示し

た展示のストーリーの代表例である「モード（服飾様式）の変

遷」に沿った情報提示に関して記載する．

3. 小袖屏風閲覧システムの設計

3. 1 閲覧システムの概要

本研究で構築する閲覧システムの全体像を図 3に示す．

小袖屏風に関する情報源は，既存のデジタルアーカイブや出

版物など数多く存在する．また，小袖屏風そのものに関する情

報源以外にも，小袖や着物に関して記載された書籍なども小袖

屏風に対する理解を深める上で重要な情報源である．それゆえ，

小袖屏風の魅力や面白さを感じるために必要な情報源は多岐に

わたり，散在しているのが現状である．さらに技術の発達や研

究の進展に伴い，画像特徴量などの新たな情報源が今後ますま

す増えていくことが予想される．したがって，多様な情報源を

統合的に扱えるようにすることが望ましい．

そこで，小袖屏風に関するデジタルアーカイブや図録の記載

事項をデータベースに忠実に蓄積する．また，小袖や着物に関

する書籍の記載事項や画像特徴量なども元の情報源通り忠実に

蓄積する．これにより，小袖屏風の魅力や面白さを感じるため

に必要である数多くの情報源を統合的に扱うことが可能とな

る．我々はこのデータベースを「小袖屏風データベース」と名

付けた．

また，小袖屏風データベースと高精細画像を活用し，小袖屏

風に関する閲覧システムを構築する．これにより，小袖屏風に

関する多様な情報源から得られたデータを高精細な画像ととも

に手軽に閲覧することができるようになる．すなわち，小袖屏

風データベースと高精細画像を活用した閲覧システムを構築す

ることにより，閲覧者の興味に応じた検索や小袖の細部を対象

とした極めて詳細な閲覧が可能となる．

さらに，専門家による展示のストーリーに沿った閲覧が可能

なシステムの構築を目指す．そのためにまずは，展示のストー

リーの構成に必要な計算量のクラスについて考える．現存する

小袖屏風は全部で 100隻程度しかない．しかしながら，その任

意の順列は 100!通り存在することになる．それゆえ博物館展

示を行う際には，100!の空間の中の順列から，展示設計者が歴

史的・文化的背景などに基づく「意味のある組み合わせ」を選

び出し，提示する．一方，展示スペースの都合などにより，「意

味のある組み合わせ」の一部しか提示されないこともある．そ

こで，専門家による小袖屏風の「意味のある組み合わせ」の全

てを一覧でき，それらを辿れるようなシステムを構築する．こ

れにより，専門家による展示のストーリーに沿った閲覧が可能

となり，閲覧者は小袖屏風の魅力をより堪能することが可能と

なる．
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図 3 小袖屏風に関する閲覧システムの概要図

Fig. 3 Overview of Browsing System about Kosode Byobu.

3. 2 小袖屏風データベースの概要

現在公開されている小袖屏風に関するデジタルデータの情報

源としては，国立歴史民俗博物館によるデジタルアーカイブ

『データベースれきはく』[31] の構成要素である『館蔵野村正

治郎衣裳コレクションデータベース』（館蔵コレ）[1]と『館蔵

資料データベース』（館蔵 DB）[32]の 2つが利用可能である．

また，国立歴史民俗博物館より図録として出版された『国立

歴史民俗博物館図録 2 野村コレクション 小袖屏風』[28]には，

小袖屏風に貼付された各小袖について解説した『解題』と，そ

の英文カタログである『List of Works』（LoW）が記載されて

いる．これらの文章コンテンツは，それぞれ独立した情報源と

して利用可能である．さらに，野村正治郎本人により出版され

た『時代小袖雛形屏風』（雛形）[27]も貴重な情報源の 1つで

ある．加えて，福岡市美術館による『花の意匠：小袖屏風を中

心に』（花の意匠）[33]や大阪市立美術館による『うた・ものが

たりのデザイン：日本工芸にみる「優雅」の伝統』[34]に記載

された『作品解説』（歌物語解説）と，その英文カタログであ

る『List of Works』（歌物語 LoW）も重要な情報源である．

このような小袖屏風そのものに関する情報源以外には，小袖

や着物に関して体系的にまとめられた書籍などが外部情報源と

して利用可能である．特に，小袖や着物の文様（モティーフ）

に関する書籍である『明治・大正・昭和に見る きもの文様図

鑑』（きもの文様図鑑）[35]や『日本の文様』[36]は，有益な情

報源である．

一方，非公開のデータとしては，小袖屏風の高精細画像（高

精細画像 201404）が存在する．これは，国立歴史民俗博物館

で撮影された 8× 10のポジフィルム 100枚を 2000[dpi]で再ス

キャンしたものであり，19, 513× 15, 512[pixel]の JPEG 画像

である．さらに，染色学・服飾学の専門家である国立歴史民俗

博物館の澤田和人准教授の協力により画像特徴量の 1種として

得られた，小袖のモティーフに関する領域データ（モティーフ

領域）も有用なものである．

我々は，これらの情報源のデータを忠実にデータベースに蓄

積した．また，各情報源から得られたデータの横断検索を実

現するため，情報源とは独立に存在するエンティティを導入し

た．情報源とエンティティの関係を図 4に示す．導入したエン

ティティは，「小袖」「屏風」「技法」「時代」「地色」「材質」「モ

ティーフ」「寺院」「裏地裂」「文献」「人物」「コレクション」「場

所」「モード」の 14種類である．これらのエンティティを中心

にデータを統合することにより，横断検索の実現を可能とした．

3. 3 閲覧システムに要求される機能

本節では，閲覧システムの要求機能について述べる．

ファセットを用いたナビゲーション

歴史資料に関する検索を行う際には，検索結果の集合が重要

な意味を持つことが多い．特に，専門家による展示のストー

リーには，歴史資料の集合が欠かせないものである．そこで，

できる限り検索結果が集合として得られるようにするため，多

様な検索条件（ファセット）をあらかじめ用意する．また，検

索結果の提示を行う際には，一覧性（at a glance）を重視する．

これにより，検索結果として得られた集合の全体像や雰囲気を

容易に把握できるようになる．

情報源毎の比較

小袖屏風に関するデータは，情報源の公開時期やその目的に

より，記載されている内容や表記などが異なる．そのため，情

報源毎の記載内容や表記の違いが重要な意味をもつこともある．

そこで，小袖屏風に関する多様なデータを簡単に比較できるよ

うにする．また，小袖屏風に関する情報源は，今後の歴史研究

の発展や情報技術の発達により，ますます増加・多様化してい

くことが予想される．そこで，情報源のさらなる増加・多様化

にも対応できるようにする．

高精細画像の閲覧

高精細画像の画素数は非常に大きく，原画像をそのまま閲覧

することは容易ではない．そこで，原画像から画素数の小さな

タイル画像を生成し，そのタイル画像を閲覧システム上で表示

する．これにより，高精細画像の手軽な閲覧が可能となる．ま

た，複数の縮尺の違うタイル画像を生成し，それらを必要に応

じて順次読み込むこととする．これにより，画像の拡大・縮小

を容易に行うことが可能となる．

文様（モティーフ）の強調表示

屏風に貼装された小袖の表面には多彩な文様（モティーフ）

が数多くあしらわれていることが多い．それゆえ，小袖に描か

れた多彩な文様も展示のストーリーを組み立てる上で重要な要

素となる．そこで，文様に着目して閲覧する際には，文様部分

を強調して表示できるようにする．これにより，文様部分をよ

りはっきりと閲覧することが可能となる．

4. 小袖屏風閲覧システムの実装

4. 1 閲覧システムの実装手法

小袖屏風に関する多様なデータを手軽に扱えるようにする

ため，小袖屏風に関する閲覧システムのプロトタイプである

「KoByViewerZ」（注1）の実装を行った．閲覧システムは，歴史

資料に詳しくない人でも使いやすく，多様な環境で利用可能で

あることが望ましい．そこで，視覚的にわかりやすく，直観的

に操作することができ，Webブラウザ上で動作可能なシステム

を構築することとした．システム構成の概要を図 5に示す．閲

（注1）：Kosode Byobu Viewer with Zoomify の略
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図 4 情報源と統合エンティティ

Fig. 4 Information Source and Integrated Entity
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図 5 KoByViewerZ のシステム構成

Fig. 5 System Architecture of KoByViewerZ.

覧システムの可用性を考慮し，小袖屏風データベースとの連携

に関しては PHP を用い，クリックイベントの検知や html タ

グの生成に関しては JavaScriptを用いて実装した．

4. 2 閲覧システムの実装画面

KoByViewerZ のメイン画面を図 6 に示す．画面左側には

ファセットを用いた検索メニューを実装した．例えば，技法に

は「刺繍」や「絞」，モティーフには「松」や「竹」などの項

目があり，それらを自由に選択することが可能である．なお検

索メニューにおけるファセットには，3. 2節で述べた情報源と

は独立に存在するエンティティを活用した．

検索メニューの横には，小袖屏風のサムネイル画像を表示す

る．これにより，検索結果として得られた画像の雰囲気を一覧

で把握することが可能となる．また，表示された小袖屏風画像

を選択することで，詳細画面へと遷移する．

詳細画面の例を図 7に示す．詳細画面では屏風に貼られた小

袖に関する情報源毎の記載事項と高精細画像を表示する．ペー

ジ中央のタブを切り替えることにより，表示する情報源のデー

タが変更される．画面上部に表示された高精細画像は，閲覧

者が自由に拡大・縮小することが可能である．また，画面右中

央にある「拡大」を選択することにより，高精細画像のみを別

ページで開くことも可能である．

高精細画像の拡大・縮小には「Zoomify」[37]を活用するこ

ととした．Zoomify では，標準的なタイル画像の画素数として，

256 × 256[pixel] が採用されている．そこで，高精細画像を 0

図 6 KoByViewerZ のメイン画面

Fig. 6 Main View of KoByViewerZ.

～7の 8段階にリサイズした画像を生成し，それらを分割した

256 × 256[pixel]のタイル画像を用意した．これらの分割した

タイル画像を必要に応じて Zoomify上で順次読み込むことによ

り，高精細画像をスムーズに拡大・縮小することを可能とした．

高精細画像の拡大画面を図 8に示す．このように，高精細画

像を拡大することにより，屏風に貼られている小袖の細部まで

詳しく閲覧することが可能となった．例えば図 8 においては，

肉眼では屏風のすぐそばまで近寄らないと見ることが難しい金

糸による刺繍を確認することができる．また，図 8の中央付近

にある白い斑点は鹿子絞り（注2）であり，非常に多くの手間をか

けて作られた小袖であることが確認できる．

さらに，図 8右上にある「強調表示」を選択することにより，

モティーフの部分を強調して表示することが可能である．一例

として，図 8にあしらわれた「竹」の強調表示画面を図 9に示

す．このような強調表示により，文様部分をよりはっきりと閲

覧することが可能となり，小袖屏風の魅力をより深く感じるこ

とができるようになる．

5. 展示のストーリーに沿った情報提示

本章では，我々が構築した閲覧システムにより，展示のス

トーリーに基づく小袖屏風の閲覧が可能であることを示す．こ

こでは特に，歴史資料に詳しくない人でも魅力や面白さを感じ

られるものとして，2. 3節で述べた「モードの変遷」に着目し，

「慶長小袖」，「寛文小袖」，「元禄小袖」，「友禅染小袖」の順に記

載していく．なお，モードの主役は屏風本体ではなく小袖であ

ることから，以下では屏風に貼装された小袖（全 111件）を対

（注2）：布を小さくつまみ，糸でくくって防染することで布を浸染する技法 [30]



図 7 KoByViewerZ の詳細画面

Fig. 7 Detailed View of KoByViewerZ.

図 8 KoByViewerZ の高精細画像閲覧画面

Fig. 8 High Definition Image View of KoByViewerZ.

図 9 KoByViewerZ における竹の強調表示

Fig. 9 Emphasis View of Chrysanthemums.

象とした情報提示を行う．

モード 1：慶長小袖

慶長小袖の検索例を図 10に示す．図 10では 11件の慶長小

袖が閲覧可能であり，慶長小袖には大柄な文様が大胆にあしら

われていたことが確認できる．このように閲覧システムを用い

て多数の慶長小袖を一覧することにより，慶長小袖の全体的な

雰囲気を視覚的に捉えることが可能である．

次に，慶長小袖に対して施された技法に着目し，慶長小袖 11

件のうち，技法に刺繍と絞りが用いられた小袖を図 11に示す．

図 11より，慶長小袖 11件のうち 9件，すなわち慶長小袖の約

8割に刺繍と絞りが使用されていたことがわかる．これにより，

刺繍と絞りが慶長小袖の中心をなしていたことが，データ件数

の占める割合からも確認された．

続いて，刺繍と絞りの技法が用いられた慶長小袖である「H-

35-31 草花模様小袖」の高精細画像拡大画面を図 12に示す．図

12 の上部には金糸や色糸による刺繍が施されていることが確

認でき，図 12の下部には絞りによる白い斑点が現れているこ

とがわかる．このように高精細画像を拡大することにより，刺

繍と絞りの技法が小袖に対してどのように施されているかを視

覚的に把握することが可能である．

さらに，図 12 に対する「菊」の強調表示画面を図 13 に示

す．図 13 の上部と下部のモティーフはともに菊であり，モー

ドの中心をなす刺繍と絞りの対比によりモティーフが表現され

ていたことがわかる．このように，特定のモティーフを強調す

ることにより，モティーフを単なる絵柄として捉えるだけでな

く，モードの中心をなす技法のような，全く別の視点から小袖

を閲覧することも可能である．

モード 2：寛文小袖

寛文小袖の検索例を図 14に示す．図 14では 11件の寛文小

袖が閲覧可能である．また図 14より，寛文小袖は余白が多く，

文様配置が左右非対称であることが確認できる．

次に，寛文小袖に施された技法に着目し，寛文小袖 11件の

うち，技法に刺繍と絞りが用いられた小袖を図 15に示す．図

15より，寛文小袖 11件のうち 9件，すなわち寛文小袖の約 8

割に刺繍と絞りが使用されていたことがわかる．これにより，

刺繍と絞りの技法が寛文小袖の中心をなしていたことが，デー

タ件数の占める割合からも確認された．

続いて，寛文小袖にあしらわたモティーフに着目し，刺繍と

絞りの技法が用いられた寛文小袖である「H-35-23 花笠模様小

袖」にあしらわれた「笠」の強調表示画面を図 16に示す．図

16 より，モティーフとしてあしらわれた「笠」は全て絞りに

よって表現されていることがわかる．また，図 13における絞

りに比べ，図 16の絞りの方がより緻密に施されていることが

わかる．このような対比により，絞りの技術が時代の推移に伴

い向上したことが確認可能である．

モード 3：元禄小袖

元禄小袖の検索例を図 17に示す．図 17では 8件の元禄小袖

が閲覧可能である．また図 17より，元禄小袖は寛文小袖より

余白が少なく，文様部分が拡大したことがわかる．

次に，元禄小袖 8件のうち，技法に刺繍と絞りが用いられた

小袖を図 18に示す．図 18より，元禄小袖 8件のうち 6件，す

なわち元禄小袖の約 8 割に刺繍と絞りが使用されたことがわ

かる．これにより，刺繍と絞りが元禄小袖の中心であることが

データ件数の占める割合からも確認された．

続いて，元禄小袖にあしらわたモティーフに着目し，刺繍と

絞りの技法が用いられた元禄小袖である「H-35-58 梅樹模様小

袖」にあしらわれた「梅」の強調表示画面を図 19に示す．図

19より，モティーフとしてあしらわれた「梅」は数多くの金糸

や色糸による刺繍で表現されていることがわかる．また，図 13

における刺繍に比べ，図 19の刺繍の方が緻密かつ華やかであ

ることから，絞りと同様に刺繍の技術も時代の推移に伴い向上

したことが確認可能である．

モード 4：友禅染小袖

友禅染小袖の検索例を図 20に示す．図 20では 13件の友禅

染小袖が閲覧可能である．また図 20より，友禅染小袖には多

彩な色合いが用いられていたことが確認できる．

次に，友禅染小袖の一例として，「H-35-95 R 楓草花鴛鴦模

様小袖」に関する高精細画像拡大画面を図 21に示す．図 21よ

り，絞りや刺繍の使用頻度が減少し，描絵による絵画的な表現

が用いられるようになったことが確認できる．

続いて，友禅染小袖にあしらわれたモティーフに着目し，図

21に対する「鴛鴦（おしどり）」の強調表示画面を図 22に示

す．なお，「鴛鴦」は子孫繁栄を表す吉祥文様である．それを踏

まえて図 22 を閲覧すると，「鴛鴦」のつがいが描かれており，



図 10 慶長小袖の検索結果

Fig. 10 Search Results of Keicho Kosode.

図 11 刺繍と絞りが用いられている慶長小袖の検索結果

Fig. 11 Keicho Kosode with Embroidery and Shibori.

図 12 慶長小袖における高精細画像の拡大表示例

Fig. 12 Extended Image View of Keicho Kosode.

図 13 慶長小袖における菊の強調表示例

Fig. 13 Emphasis View of Chrysanthemums.

図 14 寛文小袖の検索結果

Fig. 14 Search Results of Kanbun Kosode

図 15 刺繍と絞りが用いられている寛文小袖の検索結果

Fig. 15 Kanbun Kosode with Embroidery and Shibori.

吉祥性の高い小袖であることがわかる．このような対比により，

小袖にあしらわれたモティーフに込められた意味もよりはっき

りと理解することが可能である．

6. まとめと今後の展望

本稿では，国立歴史民俗博物館所蔵の貴重な歴史資料の一つ

図 16 寛文小袖における笠の強調表示例

Fig. 16 Emphasis View of hats.

図 17 元禄小袖の検索結果

Fig. 17 Search Results of Genroku Kosode.

図 18 刺繍と絞りが用いられている元禄小袖の検索結果

Fig. 18 Genroku Kosode with Embroidery and Shibori.

図 19 元禄小袖における梅の強調表示例

Fig. 19 Emphasis View of Plums.

図 20 友禅染小袖の検索結果

Fig. 20 Search Results of Yuzenzome Kosode.

図 21 友禅染小袖における高精細画像の拡大表示例

Fig. 21 Extended Image View of Yuzenzome Kosode.

である「小袖屏風」を対象とした閲覧システムを構築すること

により，展示のストーリーに沿った閲覧が可能であることを示

した．今後はさらに多くの情報源や画像から抽出される多彩な

特徴量 [38]などを考慮し，より有益な情報提示が可能なシステ

ムへと改良していく．また，本研究で構築したシステムを一般

公開し，閲覧者によるシステムの評価などを行う予定である．

さらに将来的には，本研究で構築したシステムを博物館におけ



図 22 友禅染小袖における鴛鴦の強調表示例

Fig. 22 Emphasis View of Mandarin Ducks.

る特別展示の一部として出展する予定である．
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