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About NINJAL（国立国語研究所）

• National Institute for Japanese Language and Linguistics

• Established in 1948

• Corpus Linguistics

• Endangered Languages and Dialects in Japan

• Sociolinguistic Survey

• Research of Japanese as a Second Language





Overview

1. Images of the Amakusa edition of Heike monogatari, 
Isoho monogatari and Kinkushū in the British Library 
collection 〔2019.3.1〕

（大英図書館蔵天草版『平家物語』『伊曽保物語』『金句集』画
像）

https://dglb01.ninjal.ac.jp/BL_amakusa/

2. 大英図書館蔵天草版『伊曽保物語』原本画像・翻字本
文対照 〔2019.9.18 test open〕

https://dglb01.ninjal.ac.jp/BL_amakusa_view/esopo/



にほんの
ことばと
Historiaをならいしらんと
ほっするひとのため
にせわにやわらげた
る へいけのものがたり．

IESVS のCOMPANHIA の
CollegioあまくさにおいてSuperiores
のごめん
きょとしてこれをはんにきざむも
のなり．
ごしゅっせよりM．D．L．XXXXII．



にほん の
ことば と
Historia を ならい しらんと
ほっする ひと の ため
に せわに やわらげた
る へいけ の ものがたり．



Roman letter of consonant of “h” column

NIFON にほん

FOSSVRV ほっする

FITO ひと

FEIQE へいけ



We presume the phonemes in Muromachi period

• Yotsugana ジ ji ヂ gi ズ zu ヅ zzu

• Two long “o” vowel

–開音 ŏ [ɔː] (combination of the “a” and “u”)

–合音 ô [oː] (combination of the “o” and “u”)

• セ xe エ ye オ wo

• Amakusa Edition (its romanization) is very important 
matelials for research on the history of Japanese.



Educational materials for foreign language

• Dictionary 

–日葡辞書, 落葉集

• Grammar

–日本大文典, 日本小文典

• Reader

–天草版平家物語・伊曽保物語・金句集, サントスの御作業, ドチリナ・
キリシタン



Images of the Amakusa edition of Heike monogatari, 
Isoho monogatari and Kinkushū in the British Library 

collection

• https://dglb01.ninjal.ac.jp/BL_amakusa/

• Collaboration with the British Library

• Colour JPEG images

• Public domain

https://dglb01.ninjal.ac.jp/BL_amakusa/


https://dglb01.ninjal.ac.jp/BL_amakusa/




Link from the search result of Chunagon

https://dglb01.ninjal.ac.jp
/BL_amakusa/Corpus of Historical Japanese

Muromachi Period Series II: Christian Materials



A Comparative Viewer

• For people who learn to read the cursive style Japanese textbooks

• To contrast original images with transliterated text (overlap and 
side-by-side)

• Customized ContentsView FLEX

• Images of The Tale of Genji Manuscript Book at the Library of 
Congress 〔2013.3.27〕

（米国議会図書館蔵『源氏物語』画像（桐壺・須磨・柏木）

https://dglb01.ninjal.ac.jp/lcgenji_image/

https://dglb01.ninjal.ac.jp/lcgenji_image/


https://dglb01.ninjal.ac.jp/lcgenji_image/




A Comparative Viewer for Amakusa edition

• Isoho monogatari （p443-p502）

• To contrast original images with transliterated text (overlap 
and side-by-side)

• Three type transliterated texts

– Kanji and Hiragana (ordinary Japanese writing)

– Katakana

– Romanization (Kunrei-style)



漢字仮名翻字

• 『日本語歴史コーパス』で作成した翻字本文を利用

• 形態素解析辞書「UniDic」の「語形代表表記」にしたがって語
の表記を決定

• 原則として、原本の綴り字を反映した仮名遣い



片仮名翻字

• 原本のローマ字を、現代の片仮名に置き換える。
–外来語表記向けの片仮名は用いない。

– ファ フィ シェ イェ クァ (クヮ)

• 長音は「ー」を用いる。
–オ列長音の開合の区別はしない。

• 「ジ／ヂ」「ズ／ヅ」「ジャ／ヂャ」「ジュ／ヂュ」「ジョ／ヂョ」は
原本に従って書き分ける。

• 入声の”t”は「ッ」で表現する。
– Jinbutuo→ジンブッオ（人物を） nimotga→ニモッガ（荷物が）



訓令式ローマ字翻字

• 原本のローマ字を、訓令式ローマ字に置き換える。

–シ si (×shi )    ツ tu (×tsu )   ジョ zyo (×jo )

• 長音は「ā」「ū」「ē」「ō」を用いる。

–オ列長音の開合の区別はしない。

• 「ジ／ヂ」「ズ／ヅ」「ジャ／ヂャ」「ジュ／ヂュ」「ジョ／ヂョ」は
それぞれ”zi” “zu” “zya” “zyu” “zyo”を用い、区別しない。

• 入声の”t”は”[u]”を補って表現する。

– jinbutuo→zinbut[u]o（人物を） nimotga→nimot[u]ga（荷物が）



Correspondence table

esopo a i, j v, u ye vo, uo

katakana ア イ ウ エ オ

Kunrei-style a i u e o

esopo ca, qua qi cu, qu qe co, quo

katakana カ キ ク ケ コ

Kunrei-style ka ki ku ke ko



大英図書館蔵天草版『伊曽保物語』原本画像・翻字本文対照
〔2019.9.18 試験公開〕

https://dglb01.ninjal.ac.jp/BL_amakusa_view/esopo/

https://dglb01.ninjal.ac.jp/BL_amakusa_view/esopo/


https://dglb01.ninjal.ac.jp/BL_amakusa_view/esopo/




Please come to our booth, if you know more details or 
NINJAL contents.

15:00-18:00   Session 11   Resource providers workshop
National Institute for Japanese Language and Linguistics
国立国語研究所


