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平成26年度 ⽇本古典籍講習会

⽇本語の歴史的典籍のデータベースについて
－「⽇本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」の概要－

国⽂学研究資料館
古典籍共同研究事業センター事務室
古典籍データベース係

中村 美⾥

マスタープラン：

ロードマップ：

⼤規模学術フロンティア促進事業：

科学技術・学術審議会 学術研究の⼤型プロジェクトに関する作業部会。
マスタープランをもとに、計画の優先度を明らかにする観点から、緊急性・
戦略性等も加味して評価結果等を整理。

⽂部科学省。国内外の多数の研究者が参画する学術の⼤規模
プロジェクトを、ロードマップで⽰された優先度に基づき、戦略的・
計画的に推進する事業。
上記の作業部会が⾏った事前評価を踏まえ、概算要求を⾏う。

平成26年度から【⼈⽂社会科学分野として初めての⼤規模学術フロンティア事業】として
「⽇本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」がスタート。
※この他、「⼤規模学術フロンティア促進事業」として実施されている主なプロジェクト

・「スーパーカミオカンデ」によるニュートリノ研究の展開（東京⼤学宇宙線研究所）
・⼤型光学⾚外線望遠鏡「すばる」の共同利⽤研究（国⽴天⽂台）
・Bファクトリー加速器の⾼度化による新しい物理法則の探求（⾼エネルギー加速器研究機構）など

⽇本学術会議，⽂部科学省における⼤型プロジェクトの推進⽅策

⽇本学術会議 学術の⼤型研究計画検討分科会。研究者コミュニティから
提案のあった計画を、純粋に科学的視点に⽴って評価。
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⽇本学術会議 H22(2010)年3⽉
学術の⼤型施設計画・⼤規模研究計画
－企画・推進策の在り⽅とマスタープラン策定
について- （マスタープラン2010）

⽇本学術会議 H23(2011)年9⽉
学術の⼤型施設計画・⼤規模研究計画
マスタープラン2011

⽂部科学省 H22(2010)年10⽉
学術研究の⼤型プロジェクトの推進について
（審議のまとめ）
－学術研究の⼤型プロジェクトの推進に関する
基本構想「ロードマップ」の策定－

⽂部科学省 H24(2012)5⽉
学術研究の⼤型プロジェクトの推進に関する
基本構想 ロードマップの改訂
－ロードマップ2012－

⽇本学術会議 H26(2014)年2⽉
第22期学術の⼤型研究計画に関するマスター
プラン（マスタープラン2014）

⽂部科学省 H26(2014)年8⽉
学術研究の⼤型プロジェクトの推進に関する
基本構想 ロードマップの策定
－ロードマップ2014－

（※全てウェブ上で公開されています）

⽇本学術会議，⽂部科学省における⼤型プロジェクトの推進⽅策【参考資料】

計画名称：⽇本語の歴史的典籍のデータベースの構築

⽇本⼈によって著述された歴史的典籍の画像約30万点を網羅的に集積し、
⽂化・学術環境の整備を図るとともに、国内外に対し総合的・体系的に発信し、
亡失の危機にある⽇本の⽂化資源を確実に未来に継承する。

計画概要：

評 価： ・明確な⽬標設定がなされた計画であり、新たな⽂理融合の成功例となり、
広い分野で利⽤されることが期待される。

・本計画は、⽇本語研究の歴史的なデータの集⼤成であり、国家的事業として
早急に実施すべき。

・誰もがアクセス可能な、⽇本⽂化を系統的に捉えるプラットフォームとして、
社会や国⺠の理解が得られる。

■H25年度は準備経費（1億円）が措置される。
（事務体制づくり、計画内容の精査、計画実施のための諸準備等）

■H26年度から「⼤規模学術フロンティア促進事業」に認定され計画スタート。

⽇本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画

(H25年度中に計画内容の再検討と名称変更を⾏う)

⽇本学術会議，⽂部科学省における⼤型プロジェクトの推進⽅策

（「ロードマップ2012」より）
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【冊⼦】『国書総⽬録』や『古典籍総合⽬録』,各所蔵機関が作成した冊⼦体⽬録 など

【データベース】
国⽂学研究資料館「⽇本古典籍総合⽬録データベース」

〃 「所蔵和古書・マイクロ／デジタル⽬録データベース」
国⽴国会図書館 「国⽴国会図書館デジタルコレクション」
早稲⽥⼤学 「早稲⽥⼤学古典籍総合データベース」

・・・・・ その他 多数

<どれも有益なツールだけれども、ちょっと（？）不便な点>

■『国書総⽬録』『古典籍総合⽬録』や『⽇本古典籍総合⽬録データベース』では
どのような資料がどこに所蔵されているかを知ることができる。
→ただし、資料を閲覧したい場合はそこへ赴く必要がある。（閲覧申請⼿続きにも⼿間がかかる？）

■画像を公開しているサイトの多くは、おおよそ⾃館所蔵資料の画像を公開。
→網羅的に資料を調査したい場合は、サイトごとに検索をしなければならない。
→そもそも「そこに所蔵されている」という情報がなければ、検索そのものが困難。

古典籍資料の画像データベースの意義

■古典籍資料を探すには

■古典籍資料は、
・近現代の刊⾏図書とは異なり、同じ作品でも⼀点ごとに内容、装丁等が異なっている。

そのため、書誌データは記述対象資料ごとに作成されるのが通例。
・ただし、書誌データに記載できる事項には限りがある。

→１丁の⾏数、挿絵の有無、挿絵の彩⾊の状態、印記の種類 等々・・・全て記述できる？
・書誌データは、著作データ(典拠データ)のもとに集められることもあるが、それらが

同⼀の資料かどうかは、現物を閲覧しない限り確認できない（ことが多い）。

■検索の⼿間／検索結果の同定の⼿間／資料閲覧申請等にかかる⼿間 などを削減。

■画像情報を活⽤した学術研究の可能性の広がり。

■資料劣化に対する⼀つの対応策。（現物資料の利⽤を妨げるものではなく。）

■資料破損・消失等の危機に対する⼀つの対応策。(画像データでの⻑期保存。)

■従来の検索ツールの不便さ、古典籍資料の持つ特徴などを考えると
古典籍資料を画像化し、⼀つのデータベースに統合する意義は⼤きい！

古典籍資料の画像データベースの意義
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国⽂研や、20の拠点⼤学等が保有し、かつ画像データ化が可能と⾒込まれる⽇本語の
歴史的典籍約30万点が対象。

■画像データ化の対象

他分野の研究者そして多くのユーザの検索の便を図るため、本⽂中の⼈名・地名等の固有名詞に
タグを付与し、それらの検索も可能とする予定。
現在、国⽂研の教員によるタグ付け作業を実施中。

■検索機能の⾼度化（タグ付け作業）

平成26年度から平成35年度の10年間。
■事業実施期間

10年後の30万点達成を⽬指しながら、平成28年度中から新データベースを公開予定。
■データベース公開時期

⽇本の古典籍に関する研究、または、⽇本の古典籍に基きそれを活⽤してなされる研究で、
これまで未開拓であったか、あるいは⼗分に展開されてこなかった研究領域に取り組む
意欲的な共同研究をサポートする事業。
H26年度から「国際型共同研究」「公募型共同研究」などを展開。

■共同研究の実施

プロジェクトの概要

館 ⻑

副館⻑

副館⻑

情報事業センター

研究部

管理部

調査収集事業部／電⼦情報事業部／
情報資料サービス事業部／学術企画連携部

総務課

財務課

学術情報課

【⼈員体制】
(教員)
・センター⻑は館⻑の兼任
・特任教授1名他、特任准教授、

研究員等が所属。

(事務)
・室⻑、副室⻑
・専⾨職員
・センター管理係
・古典籍データベース係

古典籍共同研究事業センター
(旧・古典籍データベース研究事業センター)

組織図上では、古典籍共同研究事業
センターが独⽴した形でプロジェクトの
運営を⾏っているが、実際は職員の兼任も
多く、国⽂研全体で事業を推進している。

プロジェクトの概要（組織体制）
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⽇本語歴史的典籍ネットワーク委員会 顧 問

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
関⻄⼤学
⽴命館⼤学
⼤⾕⼤学
同志社⼤学

神⼾⼤学
広島⼤学
九州⼤学

名古屋⼤学
奈良⼥⼦⼤学

・歴史的典籍を多く保有する国内20⼤学から成る。
・委員は、20⼤学それぞれを代表する2名（教員と

図書館職員1名ずつ）。
・H25年度は「データベースWG」と「書誌WG」を

設置（委員は、いずれかのメンバーに就任。）
・H26年度は主に、H27年度から開始される資料

撮影の計画、撮影⽅法等について委員会で協議。

国⽂学研究資料館
古典籍共同研究事業センター

事業実施委員会

拠点連携委員会

国際共同研究ネットワーク委員会

北海道⼤学
東北⼤学
筑波⼤学

助⾔,モニタリング
助⾔

プロジェクトの概要（委員会体制等）

■プロジェクトに関する専⽤ページの設置
・国⽂研ホームページ >  歴史的典籍に関する⼤型プロジェクト
・http://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/

国⽂研 プロジェクト 検索

古典籍共同研究事業センターニューズ
『ふみ』

プロジェクトに関する広報

■ニュースレターの定期刊⾏
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■対象資料の範囲
・資料の範囲は、原則として『国書総⽬録』の収録範囲。

→ ”⽇本語の歴史的典籍”の収集

区分 対象となる条件

対象範囲

時代区分 ・国初から慶応４年（1868年）の期間に成⽴。
著者等 ・⽇本⼈により著編撰訳されたもの。
形態 ・書籍。

・絵巻物、書画帖を含む。
・浄瑠璃、⻑唄の類の歌謡の⼀篇。

内容等 ・⽇本⼈の著作（和⽂、漢⽂、欧⽂を問わずに含む）。
・⽇本に帰化したとみなすべき外国⼈の、⽇本における著述。
・外国⼈の著述を、⽇本⼈が改修編纂したもの。
・⽇本⼈が外国書を翻訳したもの、あるいは注釈を施したもの。
（但し、施された注が書き込み程度のものは除く。）
・外国⼈の著述したものについて、⽇本⼈による頭書・⾸書が

あるもの。

保留，
要調整

・⼀枚の書画、絵図、地図など巻冊をなさないもの。
・和刻本漢籍。
・⼤部な資料（『湖⽉抄』『群書類従』など）

※⼀作品⼀画像ではなく、選定された全資料の画像を収集

新データベースの概要：収録対象範囲

新データベースの概要：画像収集について

■画像収集の基本⽅針
ケース1：デジタル化された画像が既にある → 可能な限り提供いただく
ケース2：従来の国⽂研調査収集事業で、マイクロフィルム撮影を⾏っている

（＝マイクロフィルムを国⽂研が所蔵）→ マイクロフィルムからのデジタル化
ケース3：デジタル化、マイクロフィルム化が全く⾏われていない → 撮影の実施

■H27年度から拠点⼤学での撮影がスタート（※20⼤学⼀⻫に、ではなく）

【撮影準備から公開までの⼤まかな流れ】
(1)「分野別収録計画」に沿って、国⽂研が撮影実施計画を提⽰。
(2)提⽰を受けた拠点⼤学は、「収録対象範囲」をもとに撮影対象資料を選定。
(3)撮影対象資料の決定、前準備（撮影コマ数の確認、劣化状況の確認等）。
(4)撮影仕様書の作成。仕様書は拠点⼤学ごとに作成。

※ただし、仕様書に盛り込むべき事項は取り決め済み。
（⾒開き撮影、カラーチャート配置、カラープロファイルの設定等）。
(5)業者の決定。撮影の実施、画像データ作製。
(6)業者から納品された画像データを拠点⼤学で確認（検収作業）。
(6)ʼ 問題があれば再撮影。
(7)画像の検収後、書誌データとセットで国⽂研へ送付。
(8)国⽂研で、データベース搭載のための作業を実施。
(9)公 開。

※画像の⼆次利⽤などコンテンツの利⽤ルールについては、各所蔵館の⽅針による。
⼆次利⽤の申請についても、各所蔵館へ直接連絡が⼊る仕組みを想定。



2015/1/6

7

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

■コンテンツの分野別公開計画について

地理

総記

教育

医学

産業
神祇

宗教
歴史

理学
諸芸

⾳楽・演劇

仏教

学問・思想

芸術

⽂学

政治・法制

経済

⾵俗・⽣活

武学・武術

⾔語

新データベースの概要：画像収集について

・下記の計画表に基づいて画像を収集し公開する予定。
・ただし厳密な運⽤ではなく、画像収集は拠点⼤学や資料所蔵機関と相談しながら実施。

新データベースの概要：画像収集について

■拠点⼤学以外の機関からの画像収集

研医会図書館（医学分野）

H26年度には弘前市⽴図書館での
資料調査も実施。
（H27年度に撮影予定。）

※共同研究の進捗状況等により、
拠点⼤学以外の機関においても
資料撮影を⾏っていく予定。
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新データベースの概要：画像収集について

パターン1：デジタル化された画像 パターン2：マイクロフィルムのデジタル化

パターン3：新規撮影

JPEG GIF
・ファイル形式は様々
・カラー／モノクロ混在
・撮影仕様は不統⼀PDF PNG

・画像はモノクロ
・ファイル形式はJPEG

・画像はカラー
・ファイル形式はJPEG
・撮影仕様は⼀定部分で

共通化している

単純な疑問・・・
「なぜ、すべて共通の画像にしないの？」
つまり
「なぜ、すべて新規に撮影しないの？」

→これまでの国⽂研の収集事業の蓄積、
各⼤学でのデジタル化の実績がある。

→10年かけて30万点という⽬標。

※効率の良い画像収集、古典籍資料の
画像集積を最優先に。

新データベースの概要：書誌データについて

■書誌データの作成について
・既存の書誌データがあれば、可能な限り提供いただく。
※既存の書誌データ例

(1)各⼤学でNACSIS-CATあるいは⼤学独⾃のデータベース等に登録済みのもの
(2)当館の⽇本古典籍総合⽬録データベースあるいは所蔵和古書・マイクロ／デジタル

⽬録データベースに登録済みのもの

・書誌データが無い場合
(1)画像納品時までに作成
(2)冊⼦体⽬録等からの⼊⼒
(3)撮影明細書にあるデータの代⽤

データベース搭載後でも、書誌データを
更新できる仕組みを導⼊

■著作データとのリンクについて
・当館のデータベースでは、書誌データは必ず著作データと

リンクしている。
→古典資料において著作コントロールは必須。

この点は変更なく運⽤。
→拠点⼤学から提供される書誌データについて、

著作データと書誌データのリンク作業は当館で⾏う予定。
※NACSIS-CATの統⼀書名典拠レコードに記録される

当館のWID（著作ID）が参考に。

著作データ
⽯清⽔物語

正三位物語

正三位
ものかたり いはしみつ

岩清⽔

⽯清⽔物語
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新データベースの概要：書誌データについて

■書誌データの違い

GMD: SMD: YEAR:16-- CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn
ORGL:
ISSN: NBN: LCCN: NDLCN:
REPRO: GPON: OTHN:
VOL: ISBN: PRICE: XISBN:

TR:胸算⽤ / [井原⻄鶴著]||ムネサンヨウ
PUB:⼤坂 : 萬屋彦太郎, [江⼾中期]
PHYS:5冊 ; 25cm
VT:VT:⼤晦⽇ハ⼀⽇千⾦||オオツゴモリ ワ イチニチ センキン
NOTE:和漢古書につき記述対象資料毎に書誌レコード作成
NOTE:印記: 「岡⽥眞之藏書」,「兔⾓菴」
AL:井原⻄鶴||井原, ⻄鶴<DA0030537X>

・様々な機関で作成された書誌データを1つのデータベースに登録していく予定。
→国⽂研の形式にコンバートし、機械変換で統⼀できるところは極⼒統⼀していく予定。
→ただし、記述内容の詳細さや表記⽅法などが微妙に異なる書誌データが同居することに。

（⽇本古典籍総合⽬録データベース⽅式と⾔える？）

効率の良い書誌データの登録 = 画像データの速やかな公開 を最優先に。

【標⽬書名】
【記載書名】 [1] 胸筭⽤／⼤晦⽇ハ⼀⽇千⾦(むねさんよう／

おおつごもりはいちにちせんきん) 内
[2] 新板絵⼊／世間胸筭⽤／⼤晦⽇ハ⼀⽇千⾦
(しんぱんえいり／せけんむねさんよう／おおつごも
りはいちにちせんきん) 外
[3] 胸筭⽤(むねさんよう) 柱

【記載著者】
【刊写】刊
【出版事項】 [1] 萬屋／彦太郎（よろずや／ひこたろう）

〈⼤坂〉 元禄１２
【形態】２３．８×１６．５ｃｍ，半
【巻数】巻⼀〜五
【冊数】５冊
【残⽋】
【書誌注記】 〈形〉表紙後補。〈伝〉（印記）「天幸堂」他。

〈般〉絵⼊本。

NACSIS-CAT 国⽂研

・今後10年をかけて、古典籍資料の画像データベースが構築される予定

→ 古典籍資料の情報が⾒つけやすくなる。
→ 意図しなくても、古典籍資料を発⾒する利⽤者が増加？
→ 古典籍資料を学習、研究使う利⽤者が増加？
→ 調査ツールの⼀つとして、あなたも古典籍資料あるいは当データベースを使うかも？

これからの10年、これからの古典籍データベース

■これから10年続くプロジェクト
■10年後も使われ続けるデータベース

拠点⼤学の⽅、
拠点⼤学以外の⽅、
古典籍資料を所蔵されている機関の⽅、
きっと何かの繋がりが・・・

質問・照会先：古典籍データベース係
center_db@nijl.ac.jp

Let's do our best together ! 




