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あらまし 近年、多くの博物館においてインターネット上でのデジタルアーカイブ化された収蔵品の公開が行われて

いる。しかし、ユーザが持つ興味や知識はユーザ毎に異なるにもかかわらず、これらは基本的に全員に同じコンテンツ

を提供する。そこで、本研究では展示品の解説文から得られる展示品間の影響関係に基づいて、ユーザ個人の興味に

合わせた展示品を推薦するシステムを提案する。これによって、個々の展示品を取り巻く文化と展示品に対するユー

ザの理解を深め、新たな興味を喚起するような閲覧支援を行う。
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1. は じ め に

近年、多くの博物館・美術館等の施設において、収蔵品のデ

ジタル化が行われ、WEBサイト上でデジタルアーカイブとし

て公開されている。2004年に行われた博物館・美術館 1,687館

を対象とした調査では、調査対象の 82.3%がWEBサイトを開

設しており、そのうち 33.0%がデジタルアーカイブをWEBサ

イト上で公開している [1]。

例えば、東京国立博物館 [2]の名品ギャラリーでは、博物館が

所蔵する書跡、彫刻、工芸、考古など様々な分野の名品約 600

件が公開されている。ここでは、分野・時代・世紀などの様々

な条件の他、名称や作者名などから作品を検索することができ

る。また、各作品の解説ページには、作品のタイトルや画像、

作者名、作成年代、解説文などが掲載されている。

九州国立博物館 [3]の収蔵品デジタルアーカイブでも同様に、

絵画・彫刻・書籍などの分野やキーワードによる検索の他、地

域や年表、人物名を選択することができる。各作品の解説ペー

ジではタイトルや作者名、解説文などが掲載されているほか、

画像の拡大表示や 3DCG、動画などのコンテンツも提供されて

いる。

また、e 国宝 [4] では、国立文化財機構の 4 つの国立博物館

（東京国立博物館、京都国立博物館、 奈良国立博物館、九州国

立博物館）が 所蔵する国宝・重要文化財の高精細画像を、多言

語（日本語、英語、フランス語、中国語、韓国語）による解説

とともに閲覧することができる。ここでも同様に、絵画・彫刻・

書籍などの分野やキーワード検索の他、地域・時代や収蔵され

ている博物館を選択することができる。

国立国会図書館 [5]の電子図書館サービス内のデジタル化資

料では、国立国会図書館古典籍資料室所蔵資料 (約 30万冊)の

うち、貴重書・準貴重書をはじめとした江戸期以前の和古書、

清代以前の漢籍など、約 5万点が公開されている。古典籍資料

(貴重書等)、錦絵、絵図、重要文化財などのカテゴリや、キー

ワード、タイトル、著者・編者等での詳細検索が可能である。

また、アクセス数ランキングを上位 30件まで表示することも

できる。各作品の解説ページでは資料のタイトルや著者、出版

年月日、解説文の閲覧や、画像の拡大・回転表示も可能になっ

ている。

文化遺産オンライン [6] は、国や地方の有形・無形の文化遺

産に関する情報を積極的に公開することなどを目的としたイン

ターネット上における文化遺産のポータルサイトで、文化庁と



国立情報学研究所が企画と運営を行っている。時代区分や分野、

文化財体系から作品を探す他、地図から見たいエリアを選択し

たり、地域区分や所蔵館名、キーワードなどの条件で絞り込む

ことも可能である。また、目当ての作品の他にも、制作者や作

品の名称、時代、やその作品の解説文などを検索対象として、

「関連する作品」を探し出すことができる「連想検索システム」

があり、探している文化遺産名などが正確に分からなくても、

見てみたい文化遺産を見つけることができる。

博物館・美術館におけるWEB サイトの保有率・デジタル

アーカイブの公開率は共に年々増加しており、今後さらなる普

及が期待されている [7]。このように博物館・美術館がデジタル

アーカイブを実施する主な理由は

（ 1） 収蔵品の保存・管理のため

（ 2） 館員 (学芸委員)の調査研究のため

（ 3） インターネットなどで館外に公開するサービスのため

であると考えられている [8]。3次元デジタル計測等の先進技術

を利用した収蔵品の高精細デジタル化によって、劣化や損傷が

進む資料をデジタル映像として保存し、さらにこれらのデータ

処理による復元等のシミュレーションや、破損や劣化を防ぐた

めに一部の限られた関係者や研究者しか見ることのできなかっ

た資料を一般に公開することも可能となった。

現在WEB サイト上で公開されているデジタルアーカイブ

の多くでは、主に絵画・彫刻等に分類される収蔵品の動画・静

止画像や、それらに関する解説文が提供されており、さらに画

像の拡大表示や回転・多角度表示等の付加機能も導入されてい

る。このように、以前は博物館・美術館のWEBサイトは来館

を促すための広報手段であることが多かったが、インターネッ

トの普及に伴い、所蔵作品を鑑賞する場として捉えられるよう

になってきている。

しかし、一方でユーザにとっての使いやすさという点におい

ては、多くの課題が残されている。例えば、これらのデジタル

アーカイブの多くは、ユーザが作品を閲覧するためにキーワー

ド検索を行ったり、分野や年代、地域等を選択する必要がある。

しかし、このようなシステムは予備知識を必要とし、またユー

ザが初めから自分の興味の対象が明確であるとは限らないた

め、ユーザへの負担が大きいと考えられる。さらに、これらの

検索結果は単純に条件と一致した作品を一覧で表示するものが

多く、個々の作品に関しての情報は充実していても、他の作品

との関連に関してはあまり考慮されていない。そのため、収蔵

品のデジタル化が進みアーカイブが充実する程、大量のデータ

が存在するためユーザが全体を把握し、興味を持つ作品を見つ

けることが難しくなる。

このように、ユーザが持つ興味や知識はそれぞれ異なるにも

関わらず、既存のアーカイブシステムは基本的に全員に同じコ

ンテンツを提供するという問題がある。そこで、本稿では博物

館のデジタルアーカイブを対象とした、効果的な展示品の閲覧

手法を提案する。提案手法では、各展示品の解説文から得られ

る展示品間の影響関係を利用することによって、アーカイブ内

の特徴を強く集約した展示品のダイジェストを生成し、さらに

ユーザ個人の興味に合った展示品の推薦を行う。これによって、

個々の展示品と、それらを取り巻く文化に対するユーザの理解

を深め、ユーザの新たな興味を喚起するような閲覧支援を行う

ことを目標とする。

2. 関 連 研 究

デジタルアーカイブや電子博物館における展示品を対象とし

た研究について述べる。

阿部ら [9]は博物館のデジタルアーカイブを利用した複数分

野横断型学習システムを提案している。このシステムでは、学

習者が自己の興味・関心を広げながら自発的に学習を進捗し、

その結果複数の分野を横断した学習進捗を実現するために、展

示物間の関連性を利用した意味ネットワーク、および学習者の

興味・関心の傾向を定義し、これらに基づき次の学習対象を推

薦している。このように、ユーザの学習の進捗を目的としてい

る点や、展示物の関連性として地質年代と地域属性のみを利用

している点が本研究とは異なる。

また、岡本ら [10]は美術作品の素材要素検索による興味喚起

と鑑賞を支援するパーツミュージアムを開発している。作品中

の重要な素材要素を切り出し、複数の作品内で見受けられる共

通部分としてクラスタリングを行い、これらの素材要素群をデ

ジタルミュージアムに展示することで、素材要素群から元の作

品を検索・閲覧することにより作者や作品に対する興味を喚起

させる手法を提案している。本研究ではこのような素材要素の

切り出しは行わず、作品の解説文から得られるキーワードを用

いた推薦を行う。

近藤ら [11]は、展示のあらすじとなるテキストに対してメタ

データを利用した画像の推薦を行うことで、オンライン 3次元

ミュージアムの展示をインタラクティブに構成する手法を提案

している。現状のデジタルアーカイブでは知識のないユーザが

気軽にアクセスし、鑑賞できる形で公開されていないという問

題を解決し、大規模なデジタルアーカイブを効率的に公開する

ことを目的としている。本研究は、このようなストーリーライ

ンに沿った推薦を行うものではない。

尾崎ら [12]は、美術知識の学習を支援する美術館データベー

スシステム Art Finderを開発している。システムの利用者は、

仮想美術館内をウォークスルーしながら美術作品に対する自ら

の鑑賞結果を拡張意味ネットワークとして表現することで、そ

れを他の一般利用者や学芸員と共有することが可能となる。尾

崎らの手法ではユーザ自身がネットワークを作成するが、本研

究ではこのようなネットワークを作品の解説文を利用すること

で自動構成する。

安部ら [13]は電子博物館展示における展示シナリオ自動作成

システムを提案している。利用者の興味に適合した推薦を行う

ために、作品間の関連の強さを数値化し順序を決定することで、

流れのある展示を自動的に作成することを目的としている。安

部らの手法は流れのある一連の順路を作成することが目的であ

り、作品の推薦を行うものではない。

次に、実際の博物館・美術館における展示品を対象とした研

究について述べる。

高橋ら [14]は、展示イベントの会場で貸し出されている携帯



端末を利用した展示ガイドシステムを提案している。これは、

見学者に選択肢を与えることで積極性を引き出す「自由選択学

習」を支援するシステムである。展示品の観点とユーザの展示

品に対する評価や見学履歴に基づき、次に見るべき展示品を最

大３個まで推薦する。本研究はこのようなユーザの選択学習を

支援することを目的としていない。

脇山ら [15]は、絵画を対象としたユーザの評価を暗黙的に獲

得する方法として、ユーザの注目時の眼球運動に着目した方法

を提案している。脇山らの手法では、来館者の視線情報を絵画

の特徴量として推薦を行うのに対し、本研究では作品間の様々

な関連性に基づいて作品を推薦する一般的な手法を提案する。

小柳ら [16]は、箱根彫刻の森美術館において時間指定の中で

最も多くの彫刻を鑑賞することができ、なおかつ最短時間の経

路を探し出す「お勧めの経路」を利用者に表示するシステムを

提案している。小柳らの手法は、実地調査から得た人の歩く速

度や所要時間、彫刻の数等のデータから、これを時間指定付き

の最適経路探査問題と位置づけており、実際の展示品の位置や

個数、所要時間などの要素を重視した推薦を行う点で、本研究

とは異なる。

また、門林ら [17]は、学芸員と見学者を仲介し、博物館展示

の意味的関連に基づく構造を見学者ごとに個人化する手法を提

案している。展示物などに付与される説明文をキーワードを基

に統計処理することで、展示物間の関連に基づく構造を２次元

空間内に可視化する手法により、元の展示の構造を示す展示空

間と、見学者の興味に基づく興味空間の両者を融合した個人化

空間を用いることで、同一の展示を見学者ごとに個人化するこ

とを可能にしている。門林らの手法は、展示の個人化を目的と

しており、展示品の推薦を行うものではない。

3. アプローチ

博物館に存在する展示品の間には様々な関連性を考えること

ができる。従来の様々な芸術作品を扱うシステムに関する研究

においても、展示品の特徴を表す指標として、作製年代、制作

地域、制作者、技法などの関連性を考慮するものが多い。一方、

本手法では、展示品の解説文から得られる展示品間の影響関係

に注目して展示品を関連づけ、推薦を行う。

例えば、作成年代の異なる二つの展示品 A,B が存在する場

合を考える。各展示品の解説文には、その展示品の主題や視覚

的な特徴、時代背景等について書かれているものが多い。した

がって、これら二つの展示品の解説文が類似している場合には、

展示品 A,B間に強い関連が存在すると考えられる。このような

場合には、これらの展示品は個々に独立して成り立っているの

ではなく、先に作成された展示品からの影響を受けて作成され

ていると考えられる。そこで、本手法ではこれらの作成年代を

比較し、展示品 Bが展示品 Aより後に作成されている場合に

展示品 Bは展示品 Aから影響を受けていると定義する (図 1)。

アーカイブ内に存在する全ての二つの展示品間にこのような

影響関係を設定することで、アーカイブ内の展示品が他のどの

展示品から影響を受けているかを表すグラフを構成することが

できる (図 2)。そのため、このグラフの中で特に多くの展示品

図 1 展示品間の影響

から影響を受けている展示品は、アーカイブ内の特徴を強く集

約している代表的な展示品であると考えられる。したがって、

アーカイブ内からこのような展示品を選出したダイジェストを

生成しユーザに推薦することで、アーカイブに対するユーザの

理解を助け、興味のある展示品を見つけるための手がかりにな

ると考える。

図 2 展示品間の影響を表すグラフ

一方で、このような影響関係は、展示品間に限らず様々な概

念と展示品の間にも考えることができる。例えば、これらの展

示品の多くは、当時の社会、信仰、風俗等の文化や美術様式か

ら影響を受けて作成されている。そこで、本手法では、アーカ

イブ内の複数の展示品が作成される過程で影響を受けたと考え

られる概念と、その概念と展示品間の影響関係に注目する。各

展示品の解説文から、その展示品が作成される過程で影響を受

けたと考えられる概念を表すキーワードを抽出し、解説文中に

同じキーワードを含む展示品は、同じ概念から影響を受けてい

ると定義する (図 3)。すると、例えば異なる分野に属し、解説

文の類似度が低い展示品間においても、同じ影響を受けている

と考えられる場合に、展示品同士の関連付けが可能となる。

さらに、この概念と展示品間の影響関係についても同様にグ

ラフを構成する。すると、ユーザが、ある展示品に興味を持っ

た場合に、このグラフのエッジを辿ることで、ユーザが興味を

持った展示品と同じ影響を受けて作成された展示品の抽出が可

能となる (図 4)。このような展示品をユーザに推薦することで、

ユーザにとって興味のある展示品に対する理解を深めるだけで

なく、それまで興味の薄かった他の分野の展示品にも興味を持

つきっかけになる可能性があると考えられる。



図 3 概念と展示品間の影響

このように、これらの 2つの手法を組み合わせた推薦を行う

ことで、個々の展示品とそれらを取り巻く文化に対するユーザ

の理解を深め、ユーザの新たな興味を喚起するような閲覧支援

が可能になると考える。

図 4 概念と展示品間の影響を表すグラフ

4. 影響関係の導出

提案手法では、アーカイブに存在する全ての展示品の解説文

を解析し、3.で述べた展示品間の影響関係として

• 二つの展示品間の影響

• 概念と展示品間の影響

の二つを、これらの展示品や概念を表すノード間のリンク (エッ

ジ)として定義し、それぞれについてグラフを構成する。この

リンクを作成するために、各展示品について書かれた解説文を

利用する。したがって、本手法では全ての展示品に対して解説

文が与えられており、利用する解説文には展示品のタイトルや

製作年代、分野等の情報を含むことを前提としている。

4. 1 二つの展示品間の影響

3.で述べたように、解説文の内容が類似している場合に、こ

の二つの展示品の間に影響関係が存在すると考え、その展示品

を表すノード間にリンクを作成する。

本手法では、解説文中の特徴的な単語を抽出する手法として

TF・IDF法を用いる。解説文 Di 中のそれぞれの単語 tj の重

み wij を以下の式によって定義する。

wij = tfij × log
N

dfj
(1)

式 1 において、tfij は解説文 Di 中の単語 tj の出現数である

単語出現頻度 (TF)を、dfj は単語 tj が含まれる解説文の数で

ある文書出現頻度 (DF) を、そして N は全ての解説文の数を

表す。ここでは、単語の重みを単語出現頻度と逆文書出現頻度

(IDF)の積によって求めている。したがって、多くの解説文中

に出現する一般的な単語の TF・IDF値は低くなり、特定の解

説文にしか出現しない単語の TF・IDF値は高くなる。

展示品間のリンクを生成するために、まず、すべての解説文

に対して形態素解析を行い、名詞を抽出し、式 1によって、抽

出されたすべての解説文中の単語の TF・IDF値を求める。次

に、この TF・IDF値から、全ての二つの展示品の解説文間の

特徴ベクトルの類似度をコサイン相関値を用いて求める。ここ

で、解説文 Di の特徴ベクトルは Di = (wi1, wi2, · · · , win) で

表される。二つの解説文 Di と Dj の類似度 sim(Di, Dj)の定

義を、式 2に示す。なお、nはそれぞれの解説文から抽出され

た単語数を表す。

sim(Di, Dj) =
wi1wj1 + wi2wj2 + · · ·+ winwjn√
w2

i1 + · · ·+ w2
in ×

√
w2

j1 + · · ·+ w2
jn

(2)

得られた類似度が閾値以上である場合に、それらの制作年代を

比較し、制作年代が古い展示品を表すノードから新しい展示品

を表すノードへリンクを作成する (図 5)。

図 5 展示品間の影響の例

4. 2 概念と展示品間の影響

次に、概念と展示品間の影響関係を表すリンクを作成する。

3.で述べたように、その展示品が作成される過程で影響を受け

たと考えられる概念を表すキーワードを解説文中に含む複数の

展示品の間には、その単語が表す対象からの影響関係があると

考え、その対象を表すノードから展示品を表すノードへのリン

クを作成する。

まず、解説文中から、その展示品へ影響を与えていると考

えられる概念を表すキーワードを抽出する。ここでは、事前

に作成したキーワード候補となる名詞を集めた単語の集合を

使用する。この集合として、今回は、2011 年 11 月時点での

Wikipedia内の「日本美術史」に関連する記事に対して形態素

解析を行い、これに含まれる名詞を使用した。さらに、各解説



文中で TF・IDF値が高く、複数の展示品の解説文に含まれて

いる単語をキーワードとするため、4. 1と同様に全ての解説文

に対して形態素解析を行い、式 1によって名詞の TF・IDF値

をそれぞれ求める。TF・IDF値とDF値の閾値をそれぞれ設定

し、これらの条件を満たす単語を抽出する。これを事前に作成

した単語のセットと比較し、一致したものを、概念を表すキー

ワードとして登録する (図 6)。最終的に、それぞれの概念を表

すノードと、登録したキーワードを解説文中に含む全ての展示

品を表すノード間のリンクを作成する。

図 6 キーワードの抽出

このようにして作成したリンク構造をもとに、提案手法を用

いてユーザの興味に基づいた展示品の推薦を行う。

5. 展示品の推薦

次に、構成した二つのグラフを解析することで

• 展示品の影響度と集約度に基づいた推薦

• ユーザの興味に基づいた推薦

の二つを行う手法について述べる。

5. 1 展示品の影響度と集約度に基づいた推薦

4. 1で定義した展示品間の影響関係を用いて、3.で述べたよ

うに、アーカイブ内の特徴を強く集約している分野ごとの代表

的な展示品を抽出する。

まず、アーカイブ内の全ての展示品を表すノードから特定の

分野 (絵画、彫刻など)に属するノードのみを抽出し、root集

合とする。次に、root集合に存在するノードからのリンクを持

つ子のノードと、root集合に存在するノードへのリンクを持つ

親のノード全てを探索し、得られたノードから有向グラフであ

るベースサブグラフ G＝ (V,E)（V はノード、E はエッジの

集合）を構成する。

このサブグラフは、root集合とした分野の展示品が、アーカ

イブ内の他のどの展示品に影響を与えているか、または他のど

の展示品から影響を受けているかを表している。本手法では、

この分野ごとに構成されたサブグラフにおいて、ある展示品 v

が他の展示品に与えている影響の強さを影響度 Inf(v)、ある

展示品 v が他の展示品から受ける影響をどれだけ強く集約する

のかを表す度合いを集約度 Agg(v)として定義する。これらの

値を、このサブグラフに存在するすべてのノードに対して以下

の式から求める。

Inf(v) =
∑

ω,v→ω

Agg(ω) (3)

Agg(v) =
∑

ω,ω→v

Inf(ω) (4)

本手法は、HITSアルゴリズム [18]と同様のアプローチを採

用している。HITSアルゴリズムは対象とするWEBページを

リンクの構造によってランク付けする手法であり、これにおけ

るWebページとリンクの関係を、アーカイブ内の展示品とそ

れら間の影響関係に置き換えて考えたものとしてとらえてい

る。影響度 Inf(v)はその展示品 v が影響を与えている展示品

ω の集約度 Agg(ω)の合計、集約度 Agg(v)はその展示品 v が

影響を受けている展示品 ω の影響度 Inf(ω)の合計となる。こ

のような再帰的な計算を行うことにより、影響度の高い展示品

から影響を受けている展示品はより高い集約度を持ち、集約度

の高い展示品に影響を与えている展示品はより高い影響度を持

つことになる。これらの値は初期値を設定し、適切な正規化の

ステップを混ぜ、式 3 と式 4 を繰り返すことにより収束するこ

とが示されている [19]。

最終的に、このサブグラフにおいて集約度の高い展示品は、

アーカイブ内の特徴を強く集約している代表的な展示品である

と考えられる。そのため、サブグラフに存在するすべてのノー

ドに対して影響度と集約度を求めた後、サブグラフに含まれる

展示品を表すノードを集約度 Agg(v)の高いものから順に適当

な個数を抽出し、ユーザに推薦する (図 7)。

図 7 集約度の高い展示品の抽出



5. 2 ユーザの興味に基づいた推薦

次に、4. 2 で定義した概念と展示品間の影響関係を用いて、

3.で述べたように、ユーザが興味を持つ展示品と同じ影響を受

けて作成された展示品を抽出する。

本手法では、佐藤ら [20] のクリックスルーログを利用した

ユーザの特定分野に関する専門性推定手法を参考にしている。

佐藤らの手法では、ユーザと文書とのクリック関係をエッジと

する二部グラフを作成することで、各ノードに初期値として与

えた文書またはユーザの持つ専門性を二部グラフのエッジを通

して相互に伝播させる。本手法では、これをアーカイブ内の展

示品と概念を表すノードと、それら間の影響関係に置き換えて

考えている。したがって、本手法では、ユーザが興味を持った

展示品や概念を表すノードに対して高い初期値を与え、その値

をエッジを通して伝播させることで、ユーザが興味を持った展

示品と同じ概念から影響を受けている展示品を推薦する。

具体的には、まず、アーカイブ内の全ての展示品を表すノー

ドと概念を表すノードからなる 2部グラフG = (U ∪V,E)を構

成する。U = {ui}ni=1 は概念を表すノード、V = {vj}nj=1 は展

示品を表すノード、E はエッジの集合を表す。次に、作成した

二部グラフの各ノードに初期値を与える。本手法では、二部グ

ラフのエッジを通してノードに与えた初期値を伝播させること

によりノードのスコアを更新する。そのため、5. 1では全ての

ノードに同じ初期値を与えたが、ここではユーザが興味を持っ

た展示品を表すノードに対して高い初期値を与える。また、伝

播されるスコアに対し、ノードの持つエッジ数で正規化が行わ

れるような重み係数を乗する。wUV
ij をノード ui からノード vi

への伝播スコアにかかる重み係数、wV U
ji をノード vi からノー

ド ui への伝播スコアにかかる重み係数とし、これらを以下の

式から求める。

wUV
ij =

aUV
ij∑

i∈U
aUV
ij

(5)

wV U
ji =

aV U
ji∑

j∈V
aV U
ji

(6)

ここで、aUV
ij は Uと Vの間のエッジの有無を表す行列の要

素を表し、ui と vj の間にエッジが存在する場合は 1、存在し

ない場合は 0となる。

これらの式 5 と式 6 を用いて、あらかじめ与えた初期スコア

と伝播により更新されるスコアを足し合わせることによってス

コアの更新を行う。xi は概念を表すノード ui のスコアを、yi

は展示品を表すノード vi のスコアを表すとし、k回更新された

それぞれの値を以下の式から求める。

xk
i = λUx

0
i + (1− λU )

∑
j∈V

wV U
ji yk−1

j (7)

yk
i = λV y0

i + (1− λV )
∑
i∈V

wUV
ij xk−1

i (8)

x0
i と y0

i は初期値を、λU と λV は 0から 1までの任意の定

数を表す。これらを更新量が十分小さくなるまで繰り返し、最

終的に得られた展示品を表すノードのスコア yk
i が高いものを、

ユーザが興味を持った展示品と同じ影響を受けて作成された展

示品としてユーザに推薦する (図 8)。

図 8 ユーザの興味を反映した展示品の推薦

6. 評 価

6. 1 実 装

例として、e 国宝 [4] で公開されている展示品の画像と解

説文を使用し、プロトタイプシステムを実装した。システム

の実装には PHP、MySQL を用いた。また、形態素解析には

Yahoo!API [21]の日本語形態素解析を使用している。

実装したシステムでは、212 点の作品の解説文を使用した。

4. 1で述べた手法を用いてこれらのテキストを解析することで、

展示品間の影響関係を表すリンク 883件が作成された (図 9)。

また、4. 2で述べた手法を用いて 218個のキーワードが抽出さ

れ、1481件の概念と作品間のリンクが作成された (図 10)。

図 9 展示品間の影響関係を表すグラフ

図 11に、5. 1で述べた展示品の影響度と集約度に基づいた展

示品の推薦画面を示す。ここでは絵画、彫刻、陶磁、漆工の各



図 10 概念と展示品間の影響関係を表すグラフ

分野の展示品を root 集合とし、それぞれについて影響度と集

約度を求め、集約度の高い上位 20件を年代順に表示している。

これによって、アーカイブ内の影響を強く集約した展示品のダ

イジェストを分野ごとに生成している。例えば、絵画の分野で

は仏教画や山水画、絵巻物など様々な展示品が表示されている。

図 11 展示品の影響度と集約度に基づいた推薦

ユーザがこの中から興味を持った展示品を選択することで、

図 12に示す展示品の解説ページが表示される。画面左では展

示品のタイトルと画像、解説文などの情報とともに、この展示

品に影響を与えていると考えられる概念を表すキーワードを

表示している。この展示品は密教に関する絵画であるため、こ

こでは「密教」や「曼荼羅」といったキーワードが表示されて

いる。さらに、画面右では本章で述べた手法によって推薦され

た展示品を表示している。ここでは、表示された展示品と同じ

キーワードで関連付けられた彫刻や絵画等の展示品が表示され

ている。

また、ユーザが興味を持った展示品やキーワードをチェック

することで、ユーザの興味に合わせて推薦が更新される。例え

ば、図 13では慶長 7年に描かれた狩野派の水墨画が表示され

ており、同時に近い時代に描かれた絵画などが推薦されている。

しかし、ユーザが他の狩野派の作品に多くチェックを入れてい

る場合には、ユーザの興味に合わせて狩野派の作品が多く推薦

されるように、推薦内容が更新される。

図 12 ユーザの興味に基づいた推薦

図 13 推薦の更新

6. 2 実 験

提案手法の有効性を検証するために、プロトタイプシステム

を用いた実験を行った。

本実験では、4名の被験者にシステムを操作して展示品を閲

覧してもらい、各質問に対して「非常にそう思う」、「ややそう

思う」、「どちらともいえない」、「ややそう思わない」、「非常に

そう思わない」の 5段階で評価してもらった。この質問内容を

表 1に、実験結果を図 14に示す。

番号 　　　　　　　　　　　　質問内容

質問 1 初めから興味の対象が明確でしたか。(例えば以前から浮

世絵が好きだとか、伊万里焼が好きだとか)

質問 2 興味が持てる展示品を見つけることができましたか。

質問 3 気に入った展示品にチェックを入れることで、より興味が

持てる展示品が推薦されるようになりましたか。

質問 4 表示した展示品と推薦された展示品との関連性が、理解し

やすいと思いましたか。

質問 5 以前は興味が薄かった分野の展示品にも興味が持てました

か。

質問 6 従来のシステムと比較して、興味が持てる展示品を見つけ

やすいと思いますか。

表 1 質 問 内 容



図 14 実 験 結 果

6. 3 考 察

質問 1、質問 2から、展示品に対して初めから興味の対象が

明確であるユーザは少ないが、全てのユーザが本システムを利

用することで興味が持てる展示品を見つけることができたとい

う結果が得られた。

また、提案手法に対してほとんどの被験者が肯定的な評価で

あったが、質問 3と質問 4では「非常にそう思う」と評価した

被験者はいなかった。提案手法では展示品間のリンクを通して

スコアを伝播させ、関連のある展示品を推薦する手法を採用し

ているため、ユーザが興味を持つような展示品を推薦するため

には、展示品の関連付けの改善が必要であると考えられる。今

回はキーワードの抽出にWikipedia内の記事を形態素解析した

単語の集合を使用したが、これにはノイズが含まれており、ま

た抽出されるキーワードの量が分野によって偏りがある。そこ

で、解決策としてこの集合をより正確なものにすることなどが

考えられる。

さらに、提案手法では解説文に含まれる単語を利用して展示

品同士を関連付けているが、同じ概念から影響を受けていると

考えられる展示品間でも、その概念を表す同じキーワードを解

説文中に含んでいるとは限らない。そのため、同義語などを扱

うための処理が必要であると考えられる。

また、提案手法では推薦された展示品と表示している展示品

の間にどのような関連があるのかを示すために、展示品を推薦

する際にその展示品に関連付けられたキーワードを表示してい

る。しかし、推薦された展示品に対するユーザの興味を喚起す

るためには、このような展示品間の関連の理解を助けるような

インターフェース面での改善が必要であると考えられる。

7. ま と め

本稿では博物館のデジタルアーカイブを対象とした展示品の

閲覧手法を提案した。提案手法では、各展示品の解説文から得

られる展示品間の影響関係を利用することによって、アーカイ

ブ内の特徴を強く集約した展示品のダイジェストを生成し、さ

らにユーザ個人の興味に合った展示品の推薦を行った。最終的

に、プロトタイプシステムの実装と被験者実験を行い、肯定的

な評価を得ることができたことから、提案手法の有効性を示し

た。今後の課題として、展示品の関連付けやインターフェース

面での改善、また専門家による提案手法の評価が必要であると

考えられる。
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