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Researching 
with online images and in libraries

オンライン画像を使った研究と図書館での研究

1The 31st EAJRS Conference in Saint Petersburg

Thursday 16 September, 10:00 - 10:30  (UTC +3) 30 min.

https://www.nijl.ac.jp/


2Japanese pre-modern books in a Time of Disaster

直面している世界的危機にも先人の書物が有効
災害・疫病等に対する書物が現存

パンデミックに
如何に日本人は
対処してきたか
幾層にも存在

日本古典と感染症
4.6万回視聴

YouTube
国文学研究資料館

ブックレット〈書物をひらく〉
角川ソフィア文庫「日本古典と感染症」

https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200017748/viewer/1
https://www.youtube.com/watch?v=lzU_iLRXz9g
https://www.youtube.com/channel/UComv2mV_I1JKz9H690ST-7w
https://www.heibonsha.co.jp/search/s8575.html
https://www.kadokawa.co.jp/product/322005000659/


3NIJL-NW PROJECT  歴史的典籍NW事業

NIJL-NW PROJECT （日本語／ENGLISH）
• Term: 2014-2023

• To make publically available on the internet a collection of
300,000(planned) digitized Japanese pre-modern
books from various fields, along with their bibliographies.
186,000 books will be released by March 2022.

• To promote collaborative international research projects
through the use of digitized materials.

• To build networks for collaborative international research.

In terms of number of images, 23 million.
2300万枚

https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/
https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/en/


4Database of Pre-modern Japanese Works
新日本古典籍総合データベースhttps://kotenseki.nijl.ac.jp/

https://kotenseki.nijl.ac.jp/?ln=enTop Page
Tag Search

Viewer

About 750,000 tags

https://kotenseki.nijl.ac.jp/
https://kotenseki.nijl.ac.jp/?ln=en


55 features of the DB

Make more accessible and easier to use

Creative Commons license the DOI system



6ID(DOI) management and license viewing

永久識別子
デジタル世界の請求番号

ライセンス
明示

国際相互運用
manifest

DL



7Various Databases for research

【電子資料館】
国文学論文目録ＤＢ／日本古典籍総合目録ＤＢ／日本古典資料調査記録ＤＢ／

Union Catalogue of Early Japanese Books in Europe／収蔵歴史アーカイブＤＢ／近代書誌・近代画像ＤＢ等

https://www.nijl.ac.jp/en/search-find/index.html
https://base1.nijl.ac.jp/%7Erombun/
https://base1.nijl.ac.jp/%7Etkoten/
https://www.nijl.ac.jp/pages/database/kotensiryoDB.htm
http://base1.nijl.ac.jp/%7Eoushu/
https://base5.nijl.ac.jp/%7Earchicol/
http://base1.nijl.ac.jp/%7Ekindai/


8

https://base1.nijl.ac.jp/~kokusai/ https://base1.nijl.ac.jp/~overseas/

Various Databases for research

https://base1.nijl.ac.jp/%7Ekokusai/
https://base1.nijl.ac.jp/%7Eoverseas/


9Available for DL(Kokusho Sōmokuroku )

https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/kokusho.html

The maximum size of the file for batch download is approximately 92MB. 

https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/kokusho.html


10List of Holders of the Digital Collections accessible

DB Top Page
右上

日本語／ENGLISH
国文研コレクション別

https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/usage.html
https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/en/usage.html
https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/usage-nijl.html


11Collection of Ise Monogatari Tesshinsai Bunko in NIJL
You can see now Unprecedented and very precious 
collection of Ise monogatari in our database.

比類なき伊勢物語のコレクション、オープン化

伊勢物語

伊勢物語図屏風

鉄心斎文庫（伊勢物語コレクション）

国文学研究資料館田安徳川家
資料（田藩文庫ほか）

Tayasu Tokugawa-ke
Collection List

https://kotenseki.nijl.ac.jp/p
age/list-tayasutokugawa-
ke.html

https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200025220/viewer/3
https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/list-tesshinsai.html
https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/list-tayasutokugawa-ke.html


12Other collections

東京芸術大学の貴重書全点デジタル化

永濯先生自筆
神代人物唐人仙仏集

立教大学池袋図書館（江戸川乱歩旧蔵）画像一覧
Rikkyo University Library(former Edogawa Ranpo Collection) List

https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/list-rkrp.html

https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/list-tkgl.html

Tokyo University of Arts

https://www.rikkyo.a
c.jp/research/institut
e/rampo/

立教大学江戸川乱歩記念
大衆文化研究センター

推理小説家江戸川乱歩
旧蔵資料の公開

https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/list-rkrp.html
https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/list-tkgl.html
https://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rampo/


13Other collections

National Astronomical 
Observatory of Japan
天文学に関する古典籍が充実

https://kotenseki.nijl.ac.jp/
page/list-tenmondai.html

公開資料リストはこちら
https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/list-thkk.html
（マイクロ）

https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/list-thklkano.html
(デジタル）

マイクロ版で
市販されていた
典籍画像を
無料公開
（継続）

https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/list-tenmondai.html
https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/list-thkk.html
https://kotenseki.nijl.ac.jp/page/list-thklkano.html


14Coming Soon (Library Collection)
池田亀鑑旧蔵本（東海大学桃園文庫）公開へ

東海大学付属図書館所蔵

大島雅太郎旧蔵
青谿書屋本土佐日記

大英図書館ケンペルコレクション公開へ

『ふみ』16号より
https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/
images/fumi_16.pdf

https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/images/fumi_16.pdf


15Get familiar with Pre-modern Japanese Texts 

https://www.nijl.ac.jp/koten/

古典に親しむ

https://www.nijl.ac.jp/koten/image/virtual-backgrounds.html
https://www.nijl.ac.jp/koten/image/kokugo.html
https://www.nijl.ac.jp/koten/kokubun1000/
https://www.nijl.ac.jp/koten/kokubun1000/
https://www.nijl.ac.jp/koten/kokubun1000/


16From the NIJL-NW Project to the Next Stage

https://lab.nijl.ac.jp/humanitiesthroughddps/

with online images 駆動型研究：システムだけではなく研究に繋げるということ！
大規模データの収集と分析を通して新しい知識を得る方法論

→データ活用という点で異なる分野からのデータの利活用も可能。

pamphletも右のURLからDL可能→

https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/images/datakudou.pdf
https://lab.nijl.ac.jp/humanitiesthroughddps/


17Digital Humanities in Japan

「チーム型研究」に基づく研究文化の構築へ

←特設サイトで様々なDH関係
のリンク先を紹介

https://bungaku-
report.com/western-digital-
humanities.html

←PDF全文無料公開中
https://bungaku-
report.com/sat.html◇内閣府「第６期科学技術・イノベーション基本計画」

https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index6.html

◯「人文・社会科学の振興と総合知の創出」の項が新規
追加
◯新たな技術を社会で活用するにあたり生じる制度面や
倫理面、社会における受容などの課題に対応するため、
人文・社会科学も含めた「総合知」を活用できる仕組み
を構築する。

◇文部科学省 科学技術・学術審議会 人文学・社会科学特別委員会
「総合知」の創出・活用に向けた人文学・社会科学振興
の取組方針（2021年8月24日）

https://www.mext.go.jp/content/20210827-
mxt_sinkou01-000017668_1.pdf

with online images

http://www.dhii.jp/nagasaki/sg2dh.pdf
DHはツールを使うことだけではない

＊協調・分野横断（他分野との協働）・コンピュータ活用型でプロジェクトとして推進
＊「知」の表現のありかた（共同作業を重視）→Librarianの役割重要！

“A SHORT GUIDE TO THE DIGITAL_HUMANITIES”

文学通信出版物

日本国政府の方針

https://bungaku-report.com/western-digital-humanities.html
https://bungaku-report.com/sat.html
https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index6.html
https://www.mext.go.jp/content/20210827-mxt_sinkou01-000017668_1.pdf
http://www.dhii.jp/nagasaki/sg2dh.pdf


18Open science／Citizen science

従来：紙媒体で公開
今後：すべてが公開可能

従前

将来

研究者は社会と
繋がっているか

どこがデータを
管理していくのか？



19Ability to use both Libraries and Digital data

presentation

Paper
論文

on-line
journal

【現状】バラバラにDB存在

one-stopで出来ること／出来ないこと
代替案を構想できるか すべてデジタル化されていない

Digital Transformationは、目的を達成してこそ意味
のあること。デジタル化だけが目的ではない。

今現在、何が出来て、何が出来ないかを知る／伝える

with online images

有料DBの存在など（大学を離れると個人では無理な場合も）



20Cooperate with CODH to promote open data

Data sets readily downloadable for easy viewing

http://codh.rois.ac.jp/

CODH ：情報・システム研究機構の一機関
国文研とMOUを締結

with online images

Pre-Modern Japanese Text
Kuzushiji Dataset
KMNIST Dataset
Edo Cooking Recipes
Bukan Complete Collection

Edo Maps Beta
Edo Shopping Guide
Edo Sightseeing Guide
Collection of Facial 
Expressions

http://codh.rois.ac.jp/
http://codh.rois.ac.jp/pmjt/
http://codh.rois.ac.jp/char-shape/
http://codh.rois.ac.jp/kmnist/
http://codh.rois.ac.jp/edo-cooking/
http://codh.rois.ac.jp/bukan/
http://codh.rois.ac.jp/edo-maps/
http://codh.rois.ac.jp/edo-shops/
http://codh.rois.ac.jp/edo-spots/
http://codh.rois.ac.jp/face/


21The Kuzushiji open dataset : a million character images

デジタルアーカイブ推進
コンソーシアム（DAPCON）

2020デジタルアーカイブ産業賞

産業化：凸版印刷、くずし字解読
支援システム「ふみのはゼミ」

国文研作成・ROIS-DS 人文学オープ
ン デ ー タ 共 同 利 用 セ ン タ ー
（CODH）より公開

日本古典籍くずし字データセット

http://codh.rois.ac.jp/cha
r-shape/

Kaggle competition
Kuzushiji Recognition

with online images

機械学習用データセット
KMNISTの公開

http://codh.rois.ac.jp/kmnist/

http://codh.rois.ac.jp/kuron
et/

AIくずし字認識アプリ みを（miwo）

Android／iOS／使用法（YouTube)

https://www.toppan.co.jp/biz/fuminoha/seminar.html
http://codh.rois.ac.jp/char-shape/
http://codh.rois.ac.jp/kmnist/
http://codh.rois.ac.jp/kuronet/
http://codh.rois.ac.jp/miwo/
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ac.rois.codh.miwo
https://apps.apple.com/us/app/miwo/id1581794085
https://www.youtube.com/watch?v=ZUS7rSKGscc&t=1s


22差読(differential reading)ツール 武鑑版正式公開／β版公開中

IIIF対応ではない画像を選んで
比較可能なβ版公開中

両者の対応点を見つけ出し、
画像変換パラメータを自動推定

版比較

相違点を赤青で鮮明化

本文異同の
半自動確定

目視で判断しづらいものを自動的に判断CODHとの共同研究

版・刷の分析：本文異同の半自動判定

with online images 武鑑対象：差読（Differetial Reading）
プラットフォーム

http://codh.rois.ac.jp/software/vdiffjs/demo/local.html
http://codh.rois.ac.jp/bukan/diff/


23Multi-database Search System for Historical Chinese Characters

1300年の文字を検索（6機関と共同で公開）

https://mojiportal.nabunken.go.jp/
https://mojiportal.nabunken.go.jp/en/

with online images

Saturday 18, 10：00~10：30

Don't miss it.

https://mojiportal.nabunken.go.jp/
https://mojiportal.nabunken.go.jp/en/


24発想のヒント：Text mining／Co-cause（共起） network

大量の文章データ（テキストデータ）から、有益な情報を取り出す
ことをテキストマイニングと言う。
自然言語解析の手法を使って、文章を単語に分割し、出現頻度や相
関関係を分析することで有益な情報を抽出。

https://textmining.userlocal.jp/

共起ネットワークは、単語が共通に出現する関係（共起関係）を円と線
で表示した図。 どんな単語が同じテキスト内に出現しやすいかが感覚的
に把握できるもので、一つ一つの文書を精読する方法とは異なる観点を
呼び込む。→使い方を間違えない（発想の第一段階）

https://voyant-tools.org/?lang=ja
Voyantツール

https://khcoder.net/

KH Coder

with online images

日本の学会
発表でも利活用

https://textmining.userlocal.jp/
https://voyant-tools.org/?lang=ja
https://khcoder.net/


2525源氏物語のデジタル環境（研究に繋がる可能性）

https://genji.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/ http://www2.kansai-u.ac.jp/ok_matsu/
源氏物語校異集成

with online images

https://genji.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/
http://www2.kansai-u.ac.jp/ok_matsu/


26online images の利点
いつでも 何処でも
時間をかけて 検討可能
諸本比較を容易に

画像加工で見える化も

with online images

COVID19のなかでも
研究を可能に

誰にでも開かれたデータを目指す



27

かつて
研究者にまず求められたのは、

文庫訪問の心得であった
《訪書・集書》

モノに触れることの意味
触れることの可能な対象を
研究しているということ

文庫訪問の心得（古典籍にふれるトレーニング）

研究対象をみる
眼差しの育成を

in libraries

2D（2-Dimensions）データである画像／書物という3D
モノの持つ付帯情報の重要性

ライブラリアンとの対話で得られること



28たとえば「更級日記」（菅原孝標女・平安時代）の場合

御物本 藤原定家筆「更級日記」複製

列帖装

【有名なエピソード】
明治時代までは難解な書物

↓↓↓
大正13年、現宮内庁所蔵本を確認し、その

綴じ間違い（錯簡）が全ての写本の誤りの根源
であったことを発見

すなわち、今日伝わる更級日記の
伝本の全て、藤原定家筆写本が

もとであることを確認。

モノに触れることでの雰囲気を読み取る
（画像では得られない全体の感じ これは善本である）
袋とじ本の場合裏打ちされているか否かなども大事
撮影の際、間紙を挿入しているなどで雰囲気が変わる

in libraries



29material分析（デジタル画像では判らないこと）
典籍のマテリアル情報

デジタル化では解析できない情報を蓄積
古典籍の光学解析
見えない文字を読む

30万点画像から
サンプルを抽出

DNA解析で1000年のヒトを知る
典籍人類学

和紙に含まれた毛髪から
当時の食生活を探る

in libraries

人文学も科学的分析データの蓄積へ

https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/02/dna-books-artifacts/582814/
https://www.nature.com/articles/s41598-018-30617-0


30
Overview：
Each 2-hour workshop focuses on a different category of
document (scrolls, manuscripts, emaki, hanpon, etc.), to be
discussed by a field expert in its research use.（年３回実施）

First Half: Orientation (1 hour)
The first hour involves a presentation by the lecturer, combining
general explanation of the *type* of document with concrete
illustration through specific *examples*.

Second Half: Q&A Session (1 hour) 対話
The second hour involves an open Q&A session where
participants can make inquiries general and specific about
the documents discussed during the first hour.

No expertise or preparation is expected or necessary, though
the session is in Japanese.

This series of workshops is designed to orient and instruct
interested participants in the use, handling, and research
application of primary-source documents. We particularly
welcome the participation of graduate students and early
career researchers.

No fees or review process involved.

Any inquiries about this or future workshops are welcome at:
icjl@nijl.ac.jp

Materials Workshop（文献資料ワークショップ）について

https://www.nijl.ac.jp/activity/index.html
https://www.nijl.ac.jp/en/activity/


31Announcements（センターHPより）

On Thursday, November 11, the 7th International Conference
on Pre-modern Japanese Texts will be held online.
We are accepting advance registration now.

NW事業広報誌「ふみ」ヨーロッパ中央時間（UTC＋1）
で朝の10：00からスタート

https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/sympo2021.html
https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/en/newsletter_fumi_new.html
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