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１．国文学研究資料館とは
National Institute of Japanese Literature

Presenter MASUI
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国文学研究資料館（国文研）概要

1972 (昭和47)年品川区に創設 2008（平成20）年3月に立川市に移転

• 事業概要 ･ 国内外の 日本文学及び周辺資料の専門的な調査研究と集積
・ 研究基盤整備のため 資料の整理・保存、公開・発信
・ 研究成果・事業の 社会への還元

• 古典籍の所蔵数
• 写本・版本 1万7000点
• マイクロフィルム 20万点（4万3000リール）
• 紙焼写真本 8万6000冊

図書館サービス

展示・講演会・講習会
古典籍関連目録作成事業

【貴重書】 204点663冊
『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』（絵入古活字版）

奈良絵本
〈新奈良絵本データベース〉 等

【コレクション】
田安徳川家資料
山鹿文庫
鉄心斎文庫 等

NIJL-NW  project
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２．日本語の歴史的典籍の
国際共同研究ネットワークの構築計画

Project to Build an International Collaborative Research 
Network for Pre-modern Japanese Texts

Presenter MASUI
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歴史的典籍NW事業 ／ NIJL-NW project

• 計画概要
国文学研究資料館を中心に、 と協力

(1) 古典籍画像データべースの構築（300,000点）
(2) 国際共同研究の推進
(3) 成果として国際共同研究ネットワークを構築

期間は 2014年 - 2023 年

古典籍とは
・国初から慶応４（1868年）の期間に成立
・日本人により著編撰訳されたもの
・『國書總目録』の収集範囲と合致するもの

国内外の大学・研究機関等
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Center for 
Collaborative Research 
on Pre-Modern Books

College de France, Institute des Hautes Etudes Japonaises
Columbia University
高麗大学校
Università degli Studi di Firenze
北京外国語大学
Leiden University
Università Ca' Foscari Venezia
Università degli Studi di Napoli Federico II
Sapienza – Università di Roma
Bibliotheca Apostolica Vaticana
The University of British Columbia
University of Cambridge

海外 16 大学・機関

University of California, Berkeley East Asian 
Library
Staatsbibliothek zu Berlin
University of Hawaii, Manoa
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

（ 国文研との覚書・協定締結機関 ）
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東京大学
お茶の水女子大学
早稲田大学
慶應義塾大学
立教大学
國學院大學

大阪大学
京都大学
関西大学
立命館大学
大谷大学
同志社大学
神戸大学

広島大学
九州大学

名古屋大学
奈良女子大学

国文学研究資料館
古典籍共同研究
事業センター

北海道大学
東北大学
筑波大学

これまでに
13大学のデジタル撮影

＋
収集マイクロのデジタル化

＋
東北大学から和算資料約

9000点の画像提供

国内 20 拠点

拠点大学の画像紹介ページ
http://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/database.html#s

ection02
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画像の分野別収集・公開について
日本文学とその周辺領域だけではなく、あらゆる分野の画像を収集・公開

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

地理

教育

医学・薬学

産業

政治・法制
言語

歴史

理学（和算・天文）

仏教・宗教・神祇

学問・思想

「文学」および「芸術・音楽・演劇・諸芸」

経済
風俗・生活

武学・武術

調査収集事業と
連動

共同研究と連動

異分野との融合
社会貢献

2018.3までに 88,000点 収集

2017.9.1現在 61,000点 画像公開

〈 分野別画像収集計画 〉
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より多くの画像を求めて ： 海外との協力
• マイクロフィルム収集 → デジタル化

2014 韓国国立中央図書館
現在 580点 の画像公開

2016 カリフォルニア大学バークレイ校東亜図書館
University of California, Berkeley East Asian lbrary

現在 760点 の画像公開

• コーニツキー版 欧州所在日本古書総合目録
・アメリカ、アジア等を含めた拡充
・古典籍総合目録と書誌データ統合の方向

2017.9.7 ベルリン国立図書館
Staatsbibliothek zu Berlin
データ統合と図書館公開画像への
リンク形成 約 380点（500点の書誌のうち）

今後も海外との連携を進めたいと考えています。
ご協力をお願いいたします。
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より多くの画像を求めて ： 分野別の専門機関から
■ 料理本

• 味の素食の文化センター
■ 医学

• 研医会図書館
• 中津市大江・村上医家史料館

■ 往来物
• 東書文庫（東京書籍附設教科書図書館）
• 往来物倶楽部

■ 文学等
• 専修大学向井信夫文庫（読本・滑稽本等）
• 東京芸術大学附属図書館（演劇等）

■ その他
• 東京海洋大学附属図書館（水産）
• 国立天文台（天文・暦）
• 信州大学附属図書館（養蚕） 等々
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より多くの画像を求めて ： デジタル画像の内製化促進

• 内製化とは
• デジタル撮影を外注しない
• 主として職員・アルバイトがブックスキャナ等により撮影を行う
• 古典籍のデジタル撮影に関するノウハウを国文研に蓄積
• 撮影費用の削減

• 進捗
• 2014 ～ 国文研資料等の内製化実証試験の実施中
• 2017 一部拠点大学による実証試験
• 2018 ～ 本格実施

古典籍データセットとしても公開

データベースから公開

古典籍撮影に特化したスキャナ
開発

・キャリーケース１つ持参
・電源なし長時間撮影可能
・狭い読み取り環境可
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3．「新日本古典籍総合データベース」について
Database of pre-modern Japanese works

Presenter KOMIYAMA

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

• 「日本古典籍総合目録データベース」の全目録情報を共有
• 近日、本公開予定 （ヘルプ 等 整備予定）

Bibliography Image

画像公開のためのデータベース
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なぜ古典籍の画像が必要？
おなじ『平家物語』でも…

【B】1626(寛永3)年【A】1659(万治2)年

装丁が異なる

データベースが
別々

新日本古典籍総合データベースで
どこからでも一括して閲覧が可能に
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【新日本古典籍総合データベース】
https://kotenseki.nijl.ac.jp/

アクセス方法

【日本語版】
Japanese

【英語版】
English

【歴史的典籍NW事業 特設ページ】

http://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/
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画像タグから探す
画像に付したアノテーションを検索。

書誌情報から探す

全文テキストから探す
翻刻テキストを検索。
現代語訳・翻訳は今後の課題。

三つの検索種別
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画像データの探し方

【簡易検索】
Simple Search

【詳細検索】
Advanced Search

絞り込み不可

With Image
を選択

画像あり
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画像ビューア

あり：他DBで利用可能
なし：当DBでのみ利用可能

利用条件に応じて
ダウンロード可能Download

Creative commons
License

IIIF (International Image Interoperability Framework)対応

他のビューア利用時

Manifest file
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活用例 ー複数の資料を比較ー

別々の機関の資料を並べて閲覧可能

National Institute of 
Japanese Literature

Heidelberg 
University

1×2表示に
設定

Drag
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引用方法

画像ビューア 書誌情報

著作情報

DOI(Digital Object Identifier)
を付与

引用／参照を永続的に
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検索種別：画像タグを検索

該当コマで表示

Image を選択
here をクリック

Top （Simple Search)
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検索種別：テキストを検索

画像とテキストの表示

List All Bibliographies 
Available をクリック

見たい書目・コマを選択

Top （Simple Search)



22/38

他のデータベースとの連携

国立情報学研究所
（National Institute of Informatics）

• CiNii Books と連携予定

• 2017年度中を目処に実現予定

Net  Advance
• Japan  Knowledge と連携予定

• 2018年中を目処に実現予定
※ Japan Knowledge に契約しているユーザ向けの機能
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4．新日本古典籍総合データベースの活用
How to Database of pre-modern Japanese works

Presenter SODA
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Anyone

Anywhere Anytime

新日本古典籍データベース
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国文研が所蔵している資料の画像はオープンデータ化して
いるため、国文研の許可を得ずともご使用いただいて大丈
夫です！

ダウンロードして、ご自由にお使いください！

国文研の資料はこうやって活用できる！

書籍や論文に古典籍の
画像を掲載したいけど、
著作権は大丈夫かな。

ＳＮＳで古典籍の
画像を使いたい…

公開画像を
自分のパソコンに
ダウンロードして

使いたいな。
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（1）日本古典籍データセット
現在 合計700点

「源氏物語」180点「つれづれ草」30点
奈良絵本20点
日本古典文学史関連の古典籍110点など
本年度に約1,000点のデータも追加予定

（2）日本古典籍字形データセット
［機械可読用データ］

現在400,000字
本年度に計1,000,000字の字形データへ

【活用事例】凸版印刷株式会社の
くずし字OCRの実証実験素材

Center for Open Data in the Humanities

国文研が所蔵する古典籍は、
画像公開しているもの全てOPEN DATAに

CODHとの連携

【活用事例】
くずし字

学習支援アプリ
KuLA



27/38

味の素食の文化センター所蔵
和食関係古典籍300点公開

https://www.syokubunka.or.jp/
library/edo-books/

古典籍が身近な存在へ 社会と繋がる古典籍

三越伊勢丹との
コラボ

典籍からの復元 江戸料理へのまなざし
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「オープンデータセット」
にアクセス

例えば、「雨月物語」の画像を利用したい場合
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「日本古典籍データセットへ」
にアクセス
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「日本古典籍データセッ
トの一覧を見る」

にアクセス
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「雨月物語」と
入力して検索
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雨月物語の解説

デジタル画像を見るには
こちらをクリック

他のビューアで画像を見る
にはアイコンをドラッグ

データの一括ダウンロードは
こちらをクリック

メタデータもこちらで参照可能
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雨月物語の公開画像
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国文研所蔵資料の画像を利用するためには

国文研所蔵資料画像の利用に当たっては、
以下のとおりのクレジットを記載してください。
・オープンデータを改変せずにそのまま複製して利用する場合

・オープンデータのタイトル
・【Japanese】 人間文化研究機構国文学研究資料館
・【English】 National Institute of Japanese Literature
・クリエイティブ・コモンズ表示4.0ライセンス CC BY-SA

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja)

・オープンデータを改変して利用する場合
・オープンデータを改変して利用する旨
・オープンデータのタイトル
・【Japanese】 人間文化研究機構国文学研究資料館
・ 【English】 National Institute of Japanese Literature
・クリエイティブ・コモンズ表示4.0ライセンス CC BY-SA

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja)

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja
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引用画像（表紙カバー）

・オープンデータのタイトル
・国文学研究資料のクレジット
・画像に対応するDOI 岩波文庫「源氏物語 (一)」

クレジット表記(表紙袖)
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さらに詳しく知りたい方は

国文研のオープンデータを使う
・新日本古典籍総合データベース https://kotenseki.nijl.ac.jp/
・国文研データセット http://codh.rois.ac.jp/

その他の活用例を知る
・日本古典籍データセット活用例
http://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/data_set_use.html

関連イベントの詳細を調べる
・歴史的典籍NW事業のホームページ

http://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/

https://kotenseki.nijl.ac.jp/
http://codh.rois.ac.jp/
http://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/data_set_use.html
http://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/
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National Institute of Japanese Literature
10-3 Midori-cho, Tachikawa city, TOKYO 190-0014, Japan

http://www.nijl.ac.jp/

図書館総務担当
図書情報係 tosyo@nijl.ac.jp

閲覧担当
情報サービス第１係 etsuran@nijl.ac.jp

Center for Collaborative Research on Pre-modern Texts
http://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/
https://kotenseki.nijl.ac.jp/

総合窓口 cijinfo@nijl.ac.jp
デジタル化・データベース担当

古典籍データベース係 center_db@nijl.ac.jp
共同研究・広報担当

古典籍共同研究係 center_cr@nijl.ac.jp

最後に....

SODA

MASUI
KOMIYAMA
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ご静聴ありがとうございました
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