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　従来の美術館・博物館への情報システ

ム導入は、規模の大きな施設を中心に進

められ、その目的は主に収蔵品の把握と

管理でした。平常展示や特別展示を運営

するための基本情報は提供されるものの、

専門家による効果的な展示の企画作りな

どに役立つ機能はありませんでした。しか

し、最近ではウェブを活用した情報技術の

発展により、学芸活動に関わる研究内容

や周辺情報の共有が容易になり、その成

果を踏まえた展示の企画などに、収蔵品

データベースの活用が重要な役割を果たす

ようになってきました。

　このような文化財情報の新しい活用を

推進するため、文化庁は「文化遺産オンラ

イン」構想を示し、私ども国立情報学研究

所は2004年春の試行版ウェブサイト公開

からシステムの構築を担当してきました。

2008年3月には正式版ウェブサイトを公開

しました（図1, http://bunka.nii.ac.jp/）。

まずは広く一般の方々が日本各地の芸術

文化を気軽に親しむための情報提供を目

指して、全国の博物館・美術館の基本情

報に加えて、各館から提供いただいた収蔵

品情報6万件を分類・整理して分かりやす

いシステムで紹介しています。そのうちの写

真のある7,000点を用いて、ユーザが自分

好みの収蔵品を収集して一覧できる連想

検索機能なども提供しています。収蔵館の

枠を越えて各種の文化財を一覧することに

より、日本文化の広がりと深さを知ること

ができるサービスとして好評です。

　文化遺産オンラインを構築・運営して感

じることですが、文化財情報の電子化は、

今後、日本文化を世界へ向けて発信してい

くために欠かすことのできない重要なステ

ップです。多様な文化財情報の電子化が

実現すれば、従来の枠組みにとらわれな

い様々な情報発信や情報活用が可能にな

ります。現在の文化遺産オンラインは、その

可能性のひとつに過ぎません。

　実際、文化財データの他の活用例を示

す目的で、私たちは「国立美術館遊歩館シ

ステム」（図2, http://search.artmuseums.

g o .j p /y u u h o k a n /）や「Powe r s o f 

Information（パワーズ・オブ・インフォメー

ション）」というアート作品（図3, http://

rensou.info/tiaa/poi.html）の制作も手が

けています。美術館や博物館が長い時間

をかけて収集・整理してアーカイブしてき

た本物の文化財の魅力を、電子的な情報

発信を通じて広く伝えることが、次の世代

に日本文化の力を繋ぐことに役立つと信じ

ています。
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連想の情報学
―2つの記憶を連想でつなぐ

　もちろん、文化を伝える情報源は文化

財だけではありません。優れた文化財の

価値を深く理解するためには、その歴史や

文化的背景に関する知識が必要であり、

それらは書物の形で引き継がれてきまし

た。インターネットの普及により、従来は想

像もできなかったほど大量の情報と私た

ちは日常的に向き合い、それらの有効活

用なしに充実した知的生活は考えられな

くなりました。

　しかし、ウェブコンテンツの内容は玉石

混交で、そこから自分の必要な情報を見つ

け出すのは至難の業です。グーグルやヤフ

ーなどのウェブ検索は役立ちますが、それ

らの基礎であるキーワード検索には限界

があります。たとえば、偶然注目した茶碗

や甲冑を出発点として、それに関連する広

がりのある情報を収集するのは困難な仕

事です。自分が感じた問題意識や自分の

思考を深めるのに役立つ示唆を得るのは

難しいのが実情です。

　私たちはこのような大量の電子情報と

人が創造的に付き合うためにはどのような

情報技術が必要かについて研究していま

す。人間は生まれてからの記憶を恐らくは

ずっと潜在意識下の記憶として持ち続け

ながら、普段の生活ではそのうちのほんの

一部だけを想いだして使っているといわれ

ています。そのメカニズムは無意識的想起

とか記憶の連想的探索などと呼ばれてい

て、心理学や認知心理学の分野でさかん

に研究されています。

　考えてみれば一生かかっても眺め尽くせ

ない大量の電子情報というのは、我々の

潜在記憶に似ていないだろうか、そんな単

純な発想から「連想の情報学」というキャ

ッチフレーズを掲げて研究してきました。

大量の電子情報のプールから、求めてい

る情報と内容的に近そうな情報をざっくり

と掬ってきて、その概要を人間の連想を刺

激するような形で提示します。それを見た

我々の頭の中では、無意識に関連する記

憶が呼び起こされ、それが次なる電子情

報空間との対話のきっかけになるのでは

ないかということです。我々の頭の中に眠

る膨大だが意識的にはなかなか活用でき

ない潜在記憶と、確かに存在はしているも

のの一生かかっても眺め尽くせないほど

大量な電子情報を、「連想」によって結び

つけようという訳です。

  Webcat Plus・新書マップ・
JIMBOU

  Webcat Plus・新書

　私たちが研究している連想技術の有効

性を実証するため、文化遺産オンライン以

外にも3種類の書籍情報サービスを構築・

公開してきました。

　1つ目は全国の大学図書館1,000館の

蔵書950万冊を連想検索できる「Webcat-

Plus（ウェブキャット・プラス）」（http://

webcatplus.nii.ac.jp/）です。新聞記事や

書きかけの報告書などを丸ごと検索ボック

スに貼りこむだけで、その文章に関連する

内容の本が検索できます。検索結果の中

から気に入った本にチェックを入れて、さら

に関連する本を探すこともできます。検索

結果と一緒に結果を要約する30語の関連

ワードが示されるので、思わぬヒントが得

られることもあります。

　2つ目は、新書類を対象にテーマから

の本選びを可能にする「新書マップ」です

（図4, http://shinshomap.info/）。本格

的な読書の起点となりやすい新書・選書

1万冊を人手で分類整理して約1,000のテ

ーマを作り、連想検索を提供しています。

1,000のテーマ別書棚をウェブ上に構築

したと言えるものです。関連性をたどって

次々と周辺のテーマ書棚を渡り歩く書棚

サーフィンができるのは電子版ならではの

強みです。テーマ別書棚の写真は、ユーザ

に書棚のアフォーダンスを感じさせて本屋

にいるような気分にさせるのに役立ってい

ます。

　3つ目は、世界一の古書店街である神保

町のポータルサイト「Book Town JIMBOU

（ブック・タウンじんぼう）」です（http://

jimbou.info/）。神保町に軒を連ねる古書

店160店の詳しい紹介と共に、在庫35万冊

の連想検索を提供していて、検索結果は
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図4  新書マップ  テーマで探す新書ガイド図3  Powers of Information
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各古書店の電子書棚へ自然に繋がってい

ます。得意なジャンルや在庫情報を基に関

連する古書店の地図を作成する「ジンボウ

ナビ」という機能もあります。書店巡りの楽

しさは、思いがけない本（情報）との自然

な出会いが多いことですが、JIMBOUでは

ウェブ上でそれに近い感覚が味わえます。

店主がこだわって鍛え上げた書棚に向き合

うとき、そこにはグーグルなどのウェブ検索

では決して出会えない情報の景色が広が

ります。

情報に文脈を与える
「想・IMAGINE」

　以上紹介した4つの情報サービスは、す

べて共通の連想計算機構を利用して構築

されていて、「連想する情報サービス」と

でも呼ぶべきものです。扱われている情報

源は、いずれも長い年月と大きな労力をか

けて構築・維持されてきたもので、電子情

報空間における信頼性の基点となりうる

高信頼なコンテンツです。住みやすい街に

道路や公園が欠かせないように、電子情

報空間にもこのような高信頼で有用な公

共コンテンツが必要であるという信念に基

づいて、これらのサービスを立ち上げてき

ました。

　個々の情報源がもつ連想機能により、

外部から新聞記事などの文章を丸ごと質

問文として投げかけると、瞬時に関連文書

が連想検索され、関連語が抽出されます。

これは、そのコンテンツに精通している人

間に記事を読ませて、その人が頭に思い

浮べた関連文書や言葉が返される気分で

す。そのコンテンツからの“見え”が返され

るとも言えるでしょう。

　バランスの取れた複数の情報源からの

“見え”を組み合わせることにより、私た

ちは地図のない電子情報空間において自

分の位置を知り、どの方向に向かって進む

べきか判断できるのです。このコンセプト

に基づいて、私たちは「想・IMAGINE（イ

マジン）」をデザインしました。

　「想・IMAGINE」では、連想する情報

サービスとして利用可能な情報源を複数

集めて、そこから関連情報を連想検索で一

気に収集できます。さらに、収集された情

報の中から気に入ったものにチェックを入

れて、それらを新たな基点として関連情報

を再収集できます。収集された情報を使っ

て、次の情報探索の基点を自在に作り上げ

られる点が本質的に新しいのです。たとえ

ば、検索して見つかったウィキペディアの

項目や新書数冊にチェックして再検索する

ことにより、関連する文化財や大学図書館

の専門書などが一瞬にして集まります。

　多様で深みのある高信頼な情報源を複

数並べて、ユーザはそこに自分の想いを文

章として投げかけます。すると各情報源か

らはそれぞれ個性的な情報の見え（文脈）

が返されます。それらを書棚のように並べ

て一覧することにより、さらに多角的な文脈

（情報の景色）が得られるのです。ユーザ

は各情報源の想いを読み解きながら歩き

回り、その中から心に響く情報を取り上げ

て読み進む。その過程でユーザの想いは

少しずつ変化し、それに呼応して情報源が

示す情報の景色も変わります。そのとき、

想いが連なり連想に変わるのです。

　この技術を使った「想-IMAGI NE 

Book Search（ブック・サーチ）」という

サービスを公開しています（図5, http://

imagine.bookmap.info/）。現在は、文化

遺産オンライン、Webcat Plus、新書マッ

プ、ブックタウンじんぼう、ウィキペディア、

新刊書店在庫、松岡正剛の千夜千冊、展

覧会情報など10個の情報源が使えます。

今後も情報源をどんどん増やしていく予定

です。

　それぞれ異なる分野で引き継がれてき

た文化的な記憶は、信頼できる手がかりの

少ない電子情報空間における道しるべと

なりうるものです。私たちはこのような高

信頼のコンテンツに連想の仕組みを付加

して公開することを通じて、自分の興味の

ままに、それらの文化的な記憶を自在に組

合わせて発想する楽しさを多くの人たちに

届けて行きたいと願っています。行き過ぎ

た商業主義に陥らずに、このような「知識

の公共財」ともいうべき良質な公共コンテ

ンツを構築・維持できるかどうかで、その

文化の底力が試されるといえるかもしれま

せん。
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図5  想-IMAGINE Book Search




