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Ⅰ．国文学研究資料館の和古書



概要

所蔵点数 10,909点 37,469冊

� 貴重書 165点 544冊

� 特別コレクション 16件

� 寄託資料 9件

� コレクション 13件

� 一般和古書

・ 収集
・ 範囲と点数
国文学研究資料館の

和古書 ： 慶応４年以前に成立した著作の古典籍
（写本・版本）



代表的な資料
（日本文学関係）

【貴重書】

『春日懐紙』

（重要文化財）

『好色一代男』

（天和二年荒砥屋版）

『曽我物語』

（組合せ絵入り古活字版）

奈良絵本

など



主要コレクション

【特別コレクション】

・初雁文庫 西下経一旧蔵古今和歌集を中心とした資料 749点

・日本漢詩文集コレクション 中村真一郎旧蔵江戸・明治漢詩文集

831点

・高乗勲文庫 『徒然草』関係の写本・版本・注釈書 803点

など

【寄託資料】

・金子元臣旧蔵書 『夜寝覚物語』『我身にたどる姫君』など 6点

・田安徳川家資料 田安家日誌、有職故実、音楽関係の書物など

827点

・山鹿家資料 山鹿素行著述稿本類など（含重要文化財） 1040点

など



目録 和古書を探すには

� 日本古典籍総合目録データベース
（http://base1.nijl.ac.jp/~tkoten/about.html）

� （当館所蔵分） マイクロ／デジタル資料・和古書所蔵目録
(http://base1.nijl.ac.jp/~micro/about.html)

画像へのリンク

� 文庫別冊子体目録の刊行

初雁文庫主要書目解題(国文学研究資料館共同研究報告 ; 1) 明治書院, 1981 

明治開化期と文学 : 幕末・明治期の国文学 臨川書店 , 1998 のうち
「杉浦梅潭文庫目録稿」

田藩文庫目録と研究 : 田安徳川家伝来古典籍 (日本書誌学大系 ; 94)
青裳堂書店, 2006



日本古典籍総合目録データベース概要図 2 0 1 1 .6 .2 2現在

・・・『国書総目録著者別索引』＋新規著者

（含『古典籍総合目録』）

・・・『国書総目録』＋新規著作

（含『古典籍総合目録』）

（各機関公刊目録） （資料館所蔵原本） （収集マイクロフィルム デジタル画像）

(欧州所在の「日本の和装本」)

コーニツキー版
欧州所在

日本古書総合目録
約12,2 0 0件

　著者典拠ファイル
68,6 5 5件

　著作典拠ファイル
462 ,5 3 2件

和古書目録
約15,2 0 0件

マイクロ／デジタル資料目録
約21 5 ,0 0 0件

古典籍総合目
録約247 ,0 0 0

件

書誌データ

マイクロ／デジタル資料・和古書所蔵目録

典拠データ

日本古典籍総合目録



日本古典籍総合目録データベースの
基本的な考え方

(３つの書誌データ群)

� 個別資料（item）ごとに書誌データを作成

� 著作（work） のもとに諸本を集める｢総合目録型｣

� 日本古典籍総合目録データベースとしてのまとまり

典拠ファイルを共有する３つの書誌データ群が

より大きな日本古典籍総合目録として機能

� 目的に応じた公開（総合目録／所蔵資料の目録）

５０音順目録



分類 現在の国文学研究資料館配架分類表

アアアア 0000 総記（理論・文学史等） イイイイ 0000 総記（理論・文学史等） ウウウウ 0000 ～～～～9999 エエエエ 0000 ～～～～9999 オオオオ 0000 ～～～～9999

1111 歌謡・詩 1111 歌謡・詩

2222 和歌 2222 和歌・短歌

3333 連歌・俳諧・俳句 3333 連歌・俳諧・俳句

4444 物語・小説 4444 物語・小説

5555 随筆・日記 5555 随筆・日記

6666 思想文学・評論 6666 思想文学・評論

7777 劇文学 7777 劇文学

8888 日本漢文・児童文学 8888 日本漢文・児童文学

9999 全集・叢書 9999 全集・叢書

カカカカ 0000 ～～～～9999 上代文学

ササササ 0000 ～～～～9999 中古文学

タタタタ 0000 ～～～～9999 中世文学

ナナナナ 0000 ～～～～9999 近世文学

ハハハハ 0000 ～～～～9999 近代文学

ママママ 0000 総記

1111 音声・音韻

2222 文字・表記法

3333 辞書

4444 語彙

5555 文法・文体

6666 方言

7777 俗語・隠語

8888

9999 全集・叢書

ヤヤヤヤ 0000 総記

ララララ 0000 大型本・極小本

ワワワワ 0000 漢籍
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語

（外国・社会科学・自然科学等）



新分類表試行作業の範囲

� 対象 コレクションを除く一般和古書

・書冊・巻子本を対象とし、一枚ものは除く

・和刻本を含む漢籍は検討中

圧倒的に文学が多いが、芸能・仏教・歴史・

神道・地理・言語など諸分野に及んでいる



日本古典籍分類表（新分類）の適用実験

国文学研究資料館所蔵の和古書を対象に

Ⅱ日本古典籍分類表の適用



日本古典籍分類表

Ⅰ総記 ⅩⅠ経済

Ⅱ神道 ⅩⅡ教育

Ⅲ仏教 ⅩⅢ理学

Ⅳ漢学 ⅩⅣ医学

Ⅴ言語 ⅩⅤ産業

Ⅵ文学 ⅩⅥ芸術

Ⅶ芸能 ⅩⅦ諸芸

Ⅷ歴史 ⅩⅧ武学・武術

Ⅸ地理

Ⅹ政治・法制・故実



Ⅴ言語
一、総記
二、文字・表記

（①漢字 ②仮名文字 ③仮名遣い④その他）
三、音韻

（①字音 ②五十音図 ③その他）
四、語義・語源

（①語源説 ②枕詞 ③諺・俗言
④方言 ⑤アイヌ語 ⑥その他）

五、文法
（①テニヲハ ②活用 ③その他）

六、訓読・句読
七、字典・辞典

（①字典 ②辞典）
八、諸言語

（①アジア系諸言語 ②ヨーロッパ系諸言語 ③その他）



新分類(言語)の改正点

①用語をわかりやすく

• 冠詞→枕詞

②古い時代の考え方を改める

• 『内閣文庫国書分類目録』では方言の一部に分類していた「アイ
ヌ語」を独立させる。

③概念があいまいな分類綱目を省く

• 辞書の細目から「名彙」をなくす。



古典籍総
合目録の
分類語
（key
word)

新分類
『内閣文庫国書分類
目録』での分類

（参考）　国文研
配架分類表

古史本辞経 こしほんじきょう マ０ ０００５ 語学 言語／／ 音韻／五十音 マ　日本語

マ０　総記

仮字遣詳解 かなづかいしょうかい マ１ ００１３ 語学 文字・表記／仮名遣い／ マ１　音声・音韻

和字正濫鈔 わじしょうらんしょう マ２ ０００３ 語学 文字・表記／仮名遣い／ 文字／仮名遣 マ２　文字・表記法

古言梯標注 こげんていひょうちゅう マ２ ０００７ 語学 文字・表記／仮名遣い／ 文字／仮名遣 マ３　辞書

字音仮字用格 じおんかなづかい マ２ ００１３ 語学 文字・表記／仮名遣い／ 音韻／字音 マ４　語彙

古言梯／再校増補標注 こげんてい／さいこうぞうほひょうちゅうマ２ ００１８ 語学 文字・表記／仮名遣い／ 文字／仮名遣 マ5　文法・文体

和字解 わじかい マ２ ００２１ 語学 文字・表記／仮名遣い／ マ6　方言

正誤仮名遣 せいごかなづかい マ２ ００２９ 語学 文字・表記／仮名遣い／ 文字／仮名遣 マ7　俗語・隠語

国字攷 かなこう マ２ ００１２ 文字 文字・表記／仮名文字／ 文字／仮名遣

草彙 そうい マ２ ００１７ 書道　辞書 文字・表記／漢字／
偏類六書通 へんるいりくしょつう マ３ ００５２ 辞書 文字・表記／漢字／

字音仮字用格辨誤 じおんかなづかいべんごマ２ ００１９ 語学 音韻／字音／ 音韻／字音

音韻仮名用例 おんいんかなづかい マ１ ０００３ 音韻 音韻／字音／ 音韻／字音

奈万之奈 なましな マ１ ０００４ 音韻 音韻／字音／
磨光韻鏡 まこういんきょう マ１ ０００６ 音韻 音韻／字音／ 音韻／字音

韻鏡字子 いんきょうじし マ１ ０００８ 音韻 音韻／字音／
音韻稿 おんいんこう マ１ ０００９ 音韻 音韻／字音／
音韻攷 おんいんこう マ１ ００１０ 音韻 音韻／字音／
馬蠲考 ばけんこう マ１ ００１１ 音韻 音韻／字音／
倉頡原声篇 そうけつげんせいへん マ１ ００１２ 語学 音韻／字音／
漢字三音考 かんじさんおんこう マ２ ００１５ 音韻 音韻／字音／ 音韻／字音

韻鏡開奩 いんきょうかいれん マ１ ００１６ 音韻 音韻／字音／ 音韻／字音

鐘のひびき かねのひびき マ４ ００１２ 語学 語義・語源／その他／ 語義／古語・語源

諺草 ことわざぐさ マ４ ００１３ 俚諺 語義・語源／諺・俗語／ 語義／俚諺・俗語・方言

野語述説 やごじゅっせつ マ７ ０００１ 俚諺 語義・語源／諺・俗語／
和訓考 わくんこう マ４ ０００３ 語彙 語義・語源／語源説／ 語義／古語・語源

菅曾辨糾繆 かんそべんきゅうびゅう マ４ 考証 語義・語源／語源説／
物類称呼 ぶつるいしょうこ マ３ ００２９ 方言 辞書 語義・語源／方言／ 語義／俚諺・俗語・方言

書名 国文研での配架



異名分類抄 いみょうぶんるいしょう マ４ ０００２ 辞書 字典・辞典／辞典／

早引節用集 はやびきせつようしゅう ラ７ ０００３ 辞書 節用集 字典・辞典／辞典／

小説字彙 しょうせつじい マ２ ００２２ 外国語 語彙 字典・辞典／辞典／

数引節用集 かずびきせつようしゅう ラ７ ０００７ 辞書 節用集 字典・辞典／辞典／

和訓栞 わくんのしおり マ３ ０００８ 辞書 字典・辞典／辞典／ 辞書／辞典

雅言集覧 がげんしゅうらん マ３ ００１０ 辞書 字典・辞典／辞典／ 辞書／辞典

熟字便覧 じゅくじべんらん マ３ ００１２ 辞書 字典・辞典／辞典／

合類大節用集 ごうるいだいせつようしゅうマ３ ００１５ 辞書 節用集 字典・辞典／辞典／ 辞書／辞典

日本釈名 にほんしゃくみょう マ３ ００３７ 辞書 字典・辞典／辞典／

和名類聚抄 わみょうるいじゅうしょう マ３ ００４０ 辞書 字典・辞典／辞典／ 辞書／名彙

江戸大節用海内蔵 えどだいせつようかいだいぐらマ３ ００９６ 辞書 節用集 字典・辞典／辞典／

永代節用無尽蔵／真草両点 えいたいせつようむじんぞう／しんそうりょうてんマ３ ００９５ 辞書 節用集 字典・辞典／辞典／

都会節用百家通／雅俗類字両点 とかいせつようひゃっかつう／がぞくるいじりょうてんマ３ ００６２ 辞書 節用集 字典・辞典／辞典／

広益正字通 こうえきせいじつう マ３ ００４２ 辞書 字典・辞典／辞典／ 辞書／字典

園圃乃抜菜 そのうのぬきな マ３ ００４８ 辞書 字典・辞典／辞典／ 辞書／辞典

雅語訳解大成 がごやっかいたいせい マ４ ０００５ 辞書 字典・辞典／辞典／

雅語訳解 がごやっかい マ４ ０００５ 辞書 字典・辞典／辞典／

雅語訳解拾遺 がごやっかいしゅうい マ４ ０００５ 辞書 字典・辞典／辞典／

事物異名類編 じぶついみょうるいへん マ４ ００１４ 語彙 字典・辞典／辞典／ 辞書／辞典

古言訳解 こげんやっかい マ４ ００１５ 辞書 字典・辞典／辞典／

大和言葉 やまとことば マ４ ００１６ 語彙 字典・辞典／辞典／

和漢名数 わかんめいすう マ４ ００２０ 語彙 字典・辞典／辞典／ 事典・事彙

手束杖 たつかづえ マ４ ００２４ 語学 字典・辞典／辞典／

雑字類編 ざつじるいへん マ２ ０００１ 漢詩文 索引 字典・辞典／辞典／ 辞書／辞典

授幼難字訓 じゅようなんじくん マ２ ０００５ 文字 字典・辞典／辞典／

道具字引図解 どうぐじびきずかい マ３ ０００５ 辞書 字典・辞典／辞典／

楢の嬬手 ならのつまで マ３ ００１６ 辞書 字典・辞典／辞典／ 辞書／辞典

和爾雅 わじが マ３ ００２７ 辞書 字典・辞典／辞典／ 辞書／名彙

名物六帖 めいぶつろくじょう ヤ０ ０００２ 辞書 字典・辞典／辞典／ 辞書／名彙

経史摘語 けいしてきご マ３ ００４５ 辞書 字典・辞典／辞典／

学語編 がくごへん マ４ ００１９ 辞書 字典・辞典／辞典／

操觚字訣 そうこじけつ マ４ ００２２ 文字 字典・辞典／辞典／ 漢文／詩文評・作詩作文

下学集 かがくしゅう マ３ ００１１ 辞書 字典・辞典／辞典／ 辞書／名彙

倭玉篇 わごくへん マ３ ００１３ 辞書 字典・辞典／辞典／ 辞書／字典

漢字和訓 かんじわくん マ３ ００６５ 辞書 字典・辞典／辞典／ 辞書／字典

万代節用集 ばんだいせつようしゅう マ３ ００６６ 辞書 節用集 字典・辞典／辞典／









訳文筌蹄 やくぶんせんてい マ３ ００５９ 語学 字典・辞典／字典／ 漢文／詩文評・作詩作文

増続大広益会玉篇大全 ぞうぞくだいこうえきかいぎょくへんたいぜんマ３ ０００７ 辞書 字典・辞典／字典／ 辞書／字典

字集便覧 じしゅうべんらん マ３ ００１７ 辞書 字典・辞典／字典／

発字四声便蒙解 はつじしせいべんもうかい マ３ ００２１ 音韻 字典・辞典／字典／

文章仮字用格 ぶんしょうかなづかい マ３ ００４４ 辞書 字典・辞典／字典／

続虚字解 ぞくきょじかい マ４ ０００９ 文字 字典・辞典／字典／

増補文選字引 ぞうほもんぜんじびき マ３ ００６１ 辞書 字典・辞典／字典／

字彙増註補遺 じいぞうちゅうほい マ３ ００３２ 辞書 字典・辞典／字典／

韻字 いんじ マ３ ００４９ 辞書 字典・辞典／字典／

四書字引捷径 ししょじびきしょうけい マ３ ００８４ 漢学 字典・辞典／字典／

訳文須知／実字部 やくぶんすち／じつじぶ マ３ ００４１ 語学 字典・辞典／字典／ 漢文／詩文評・作詩作文

訳文須知／虚字部 やくぶんすち／きょじぶ マ３ ００１９ 語学 字典・辞典／字典／ 漢文／詩文評・作詩作文

聚分韻略 しゅうぶんいんりゃく ラ７ ０００５ 音韻 辞書 字典・辞典／字典／ 辞書／字典

訓訳示蒙 くんやくじもう マ５ ００１９ 語学 漢詩文／詩文評・作詩作文／

増補虚字註釈 ぞうほきょじちゅうしゃく マ５ ００１７ 文字 漢詩文／詩文評・作詩作文／

文草小成 ぶんそうしょうせい マ４ ００３５ 語彙 漢詩文／詩文評・作詩作文／

字義或問 じぎわくもん マ３ ００８２ 辞書 漢詩文／詩文評・作詩作文／

文語粋金 ぶんごすいきん マ２ ０００４ 漢詩文 漢詩文／詩文評・作詩作文／

称呼私辨 しょうこしべん マ４ ００４４ 語学 漢詩文／詩文評・作詩作文／



1805 525 172 1014 274 1436 43 1190 3931 525 8622 409
言語／／ 語学

文字・表記／仮名文字／ 文字

文字・表記／漢字／ 辞書 書道・辞書

文字・表記／仮名遣い／ 語学

音韻／その他／ 語学

音韻／字音／ 語学 音韻

語義・語源／枕詞／ 語学

語義・語源／語源説／ 語彙 考証

語義・語源／諺・俗語／ 俚諺

語義・語源／方言／ 方言・辞書

文法／その他／ 語学 文法

語義・語源／その他／ 語学

訓読・句読／／ 語学 音韻

字典・辞典／字典／ 語学 音韻 辞書 注釈 文字 漢学 音韻・辞書

字典・辞典／辞典／ 語彙 辞書 辞書・節用集本草・辞書 外国語・語彙＊１漢詩文・索引＊２

諸言語／アジア系諸言語／ 語学 外国語

諸言語／ヨーロッパ系諸言語／ 外国語

＊１『小説辞彙』＊２『雑字類編』

　新分類
古典籍総合目録の分類語

←古典籍総合目録での書目数



『小説字彙』と『雑字類編』

「小説字彙」‥画数で配列

それぞれの字を頭字とする熟字や句を集めて

一々に日本語の口語訳をつけたもの

「雑字類編」‥いろは順＋意義

日本語からその語にあたる中国俗語文学中の

文字連結に到達できるようにしたもの

〔参考〕山田俊雄『日本語と辞書』（中公新書）

近世の辞書

『小説字彙』を逆に反転したものが

『雑字類編』である。



小説辞彙









雑字類編







俳諧の分類

� Ⅵ 文学

一、韻文

（１）総記

（２）古代歌謡

（３）和歌

（４）連歌

（５）俳諧 ①総記 ②撰集 ③家集

（６）雑俳 ④連句 ⑤俳文 ⑥俳論・作法

（７）狂歌 ⑦俳諧摺り物 ⑧懐紙・短冊・画
賛



俳諧分類上の問題点

• 漢詩・和歌・長歌を含む

• 上巻‥紀行文・下巻‥諸家発句集

複数の分野にまたがる内容を含む

• 『誹諧通言』（並木五瓶編）‥文学／散文／洒落本
古典籍‥「俳諧・辞書」 国文研‥ナ３（近世俳諧）

現在「俳諧」に入れられているが、他に分類すべきもの

• 分野の境界が明瞭ではない

• 古典籍‥俳諧：１８２７２ 雑俳：１５９７

「俳諧」と「雑俳」



「古典籍総合目録」分類「俳諧」に
ついて新分類を適用

秋露集 あきつゆしゅう 南上斎／布席( 布席 ) 永寿庵（内村）了参追善 俳諧 撰集 発句・漢詩・和歌 ○
秋なゝくさ あきななくさ 土龍庵百明十三回忌追善・土龍の遺稿を付す 俳諧 撰集 発句・連句
秋の旦 あきのあした 白尼 編 俳諧 撰集 発句
秋のいとま あきのいとま 瓢百庵／比左古( 比左古 ) 編 句会当日の料理・茶席の道具を印す 俳諧 撰集 発句・連句
穐の風 あきのかぜ 梅律 等 編 無絃冠先生追悼 俳諧
秋の風 あきのかぜ 一寸 編 俳諧 撰集 発句 ○

秋の風 あきのかぜ 蜂要 等 編 月左坊歩牛追善 俳諧 撰集
発句・連句・追悼
文

秋の風 あきのかぜ 朧庵( 再和坊 ) 編 五竹坊追善　序として「終焉の記」 俳諧 撰集 発句・連句
秋の風 あきのかぜ 廬秋 芭蕉百回忌唇風塚供養・長州赤間関長楽山専念寺 俳諧 撰集 発句・連句

秋の風六吟歌仙
あきのかぜろく
ぎんかせん

蕪村 等 俳諧 撰集 連句

秋廼閑羅春 あきのからす 砂水 編 枯枝塚建立記念（豊前添田） 俳諧 撰集 発句・連句 ○
あきの声 あきのこえ 耕雨 編 耕雨自筆＊　六外追善 俳諧 撰集 発句・連句
秋の声 あきのこえ 如桂 編 志計（亡父）追善・志計遺稿を付す 俳諧 撰集 発句・連句・俳文
秋のしほり あきのしおり 末物 編 月見に関する句を集めたもの 俳諧 撰集 発句・三ﾂ物
秋の集 あきのしゅう 為徳 編 俳諧 撰集 発句 ○
秋の集 あきのしゅう 抱月窓 編 俳諧 撰集 発句・連句
秋の調 あきのしらべ 逸人 編 俳諧 撰集 発句・連句 ○
秋の末野 あきのすえの 古木　編 橙翁追善・橙翁遺吟を付す 俳諧 撰集 発句・連句 ○
秋のながめ あきのながめ 俳諧 撰集 発句 ○
秋のなこり あきのなごり 増山／山只( 山只 ) 編 角書「追悼」・百阿追善 俳諧 撰集 発句・連句・俳文
秋七種※ あきのななくさ 夏口・支仲　編 俳諧 撰集 発句・連句
あきの錦 あきのにしき 玉屑 編 俳諧 撰集 発句・連句

秋錦現世草
あきのにしきうつ
つぐさ

逸筆坊／鷗砂( 鷗沙 ) 編 俳諧 撰集 発句

秋花千句
あきのはなせん
く

沾徳 〈般〉俳諧書籍目録による 俳諧 　　／

秋の部 あきのぶ 季題別 俳諧 家集 発句

秋の螢火 あきのほたるび 不如帰 編 上：撰集、下：俳文 俳諧 撰集
発句・連句・俳
文・漢詩


