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1.はじめに

●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 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、科学的視点に⽴って評価。

●計画実施の背景



1.はじめに

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 ＞

1.はじめに

●本計画の概要

●名称
⽇本語の歴史的典籍のデータベースの構築 (〜H25）

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年度途中〜)

●概要
国⽂学研究資料館を主体として、国内外の⼤学等と協⼒しながら
あらゆる分野の古典籍30万点の画像データベースを構築し、
国際共同研究を実施していく。

→つまりプロジェクトの⽬的は、
(1) ⽇本語の歴史的典籍の画像データベース構築
(2) 古典籍を活⽤した国際共同研究の推進
(3) (1)と(2)の成果としての国際共同研究ネットワークの構築



1.はじめに

【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ことが多い。

●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。

●古典籍資料を探すには・・・

1.はじめに

●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???
・書誌データを⾒⽐べても、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！



2.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 概要

●画像データ化の対象
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30万点を対象。

●事業実施期間
平成26年度から平成35年度の10年間。

●新データベースの公開時期
10年後の30万点達成を⽬指しながら、平成29年に新たな
データベースを公開予定。

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。

＜詳細＞ http://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/research.html

●共同研究の実施

●改めて、本計画の概要

2.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 概要

●委員会等の体制

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

・古典籍を多く保有する国内20⼤学。＜右図＞
・各⼤学2名（教員1名＋図書館員1名）の委員で

構成されている委員会。
・H27年度から拠点⼤学における古典籍資料の

撮影がスタート。(H27年度は5⼤学で実施。）

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

モニタリング、評価

助⾔

顧 問

拠点連携委員会

⽇本語歴史的典籍ネットワーク委員会

評価⼩委員会
国際共同研究ネットワーク委員会

事業実施委員会

国際共同研究の推進

事業の重要審議



2.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 概要

●国内外の連携機関

⼈間⽂化研究機構
・国⽴歴史⺠俗博物館
・国⽴国語研究所
・国際⽇本⽂化研究センター

海外の⼤学等
学術交流協定機関を中⼼に

コレージュ・ド・フランス⽇本学⾼等
研究所
コロンビア⼤学
⾼麗⼤学校
フィレンツェ⼤学
北京外国語⼤学
ライデン⼤学
ヴェネツィア国⽴⼤学
ナポリ⼤学
サピエンツァ・ローマ⼤学
バチカン市国図書館
ブリティッシュ・コロンビア⼤学
ケンブリッジ⼤学
UCバークレー校C. V. スター東亜図書館

その他
古典籍のデジタル化・・・研医会図書館 ほか

データベース構築への助⾔等
・・・国⽴情報学研究所 ほか

プロジェクト実施期間中は、事業の進捗に応じて
国内外の⼤学・研究所等と連携を進める予定。

国 文 研

N I J L

拠点20⼤学

2.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 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

●センター組織図

【センターについて】
・センター⻑は館⻑の兼任。
・特任教授、特任准教授、

特任助教、研究員等が所属。

【センター事務室について】
・事務室⻑
・副室⻑（2名）
・センター管理係
・古典籍データベース係
・古典籍共同研究係

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てプロジェクトの
運営を⾏っているように⾒えるが、実際は研究部・管理部教職員との
兼任も多く、国⽂研全体で事業を推進している。

センター⻑



3.データベース構築について

●収集対象資料の範囲
• 原則として『国書総⽬録』の収録範囲に準じた収集。
• 撮影対象は1作品1画像ではなく、各々の所蔵資料。

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。

補 ⾜

・対象外となるのは、上記の範囲外にあるもの全て。
ex：漢籍（和刻本漢籍も含む）、

明治時代以降に刊⾏された資料、
⼀枚の書画、絵図、地図など、

・⼤部な刊本資料（『群書類従』など）は撮影時に調整を⾏う。

3.データベース構築について

●画像の分野別収集について
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。

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

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



3.データベース構築について

●画像の作成について

●プロジェクト開始前のデジタル化
※国⽂研では平成23年から古典籍のデジタル化を本格スタート。

a)所蔵資料の撮影
国⽂研が所蔵する古典籍（写本・刊本）を撮影し公開。

b)収集したマイクロフィルムからの画像作成
国⽂研が所蔵するマイクロフィルムから画像を作成。
マイクロフィルムに撮影されているのは、これまで調査・
収集してきた他機関所蔵の古典籍。
→デジタル公開の許諾が得られたものから画像作成、公開。

平成27年4⽉時点での画像作成数（上記のa+b）: 5万4000点

3.データベース構築について

●平成27年度の画像収集

●その他（専⾨機関所蔵資料のデジタル化、既存画像の提供等）
・研医会図書館：医学
・味の素⾷の⽂化センター：料理、⾷⽂化
・東北⼤学附属図書館（既存画像の提供を受ける）：和算、暦

・・・など。
●画像作成の内製化実証試験

・当館内にブックスキャナーを設置し、画像作成内製化の実証試験を実施中。

⼤学名 点数 主な資料

北海道⼤学 480 『北蝦夷餘誌』『⽯狩⽇誌』ほか

お茶の⽔⼥⼦⼤学 550 『⼥重宝記』『歴世⼥装考』ほか

慶應義塾⼤学 833 『⽿眼詳説』『種痘録』ほか（主に古医書）

奈良⼥⼦⼤学 450 『⼥論語躾寶』『教訓今ばかり 』ほか

⼤阪⼤学 307 『災後蕘⾔』『眼科新書』ほか（懐徳堂、適塾）

●今年度から拠点5⼤学での撮影がスタート。



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

3.データベース構築について

●国⽂研データベースの特徴

伊はしみづ

著作データ
⽯清⽔物語

国⽂研の⽇本古典籍総合⽬録データベース等の特徴は、書誌データは
必ず著作(典拠)データとリンクされていること。
（著作データの基礎は「国書総⽬録」のデータ。）

3.データベース構築について

●様々な画像収集

・マイクロフィルムから作成される画像は
モノクロ。

・撮影は30〜40年前のものも。

・これからデジタル撮影される画像は
カラー画像。

・仕様もある程度統⼀されている。

単純な疑問・・・
「なぜ、共通仕様の画像にしないの？」
「なぜ、全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年で30万点」という⼤きな⽬標。

※効率の良い、古典籍資料の画像集積を最優先に。



3.データベース構築について

●書誌データの作成

【基本⽅針】既存の書誌データがあれば、可能な限り活⽤する。

※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等に登録されているもの。

※書誌データが作成されていない場合
(1)画像作成と同時に各拠点⼤学で作成していただく。
(2)冊⼦体⽬録から⼊⼒することで、画像作成と同時に書誌を作成する。
(3)そのほか、ケースバイケースの対応。

【著作(典拠)と書誌のリンクは当センターで⾏う】

→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。

3.データベース構築について

●データベース構築スケジュール
国⽂研全体システムのリプレイス【2016年2⽉】STEP 1

STEP 2

・既存の「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」などを含む、
国⽂研全体システムのリプレイス。

・「⽇本古典籍総合⽬録データベース」の
使い勝⼿なども少し変更される予定。

プロジェクトの画像データベース 運⽤開始
【H29年4⽉頃】

・国⽂研の既存データベースを基盤に、プロジェクトの画像DBを
構築する予定。

・現在のところ、平成29年4⽉以降の運⽤開始を予定。

様々な機能の付加 【運⽤以降、随時】STEP 3
・おもに検索機能の⾼度化を⽬指して。



3.データベース構築について

●データベースの検索機能アップのために
●画像へのタグ付け
・当館教員によるタグ付け作業を実施中。
・数学と理学分野については、それぞれタグ付けWGを設置し、専⾨家の意⾒を

取り⼊れながらタグ付け作業を進める予定。

経師

⼈形師

「職⼈」
「男性」
「江⼾」

3.データベース構築について

●くずし字OCR技術開発への協⼒
・凸版印刷、公⽴はこだて未来⼤学の寺沢憲吾准教授、国⽂研の3者が協⼒し、くずし字

OCRの新技術開発を実施。現在は実証試験段階。
・これらの技術が実⽤化されることにより、タグ付けやテキスト翻刻作業の⼿間と時間が

軽減されることを期待。

凸版印刷、江⼾期以前のくずし字を⾼精度でテキストデータ化する新⽅式OCR技術を
開発 〜江⼾期以前のくずし字が８０％以上の精度でＯＣＲ処理可能に〜
http://www.toppan.co.jp/news/2015/07/newsrelease150703_2.html



4.オープンデータと古典籍

●オープンデータ、オープンサイエンスに関する取組
●オープンデータの先⾏事例
・国⽴国会図書館 オープンデータセット

国⽴国会図書館デジタルコレクションの書誌情報等を公開。

・京都府⽴総合資料館 東寺百合⽂書
東寺百合⽂書の画像を「 CC BY 」で公開。

・万暦版⼤蔵経（嘉興蔵）画像データベース
東京⼤学総合図書館所蔵の万暦版⼤蔵経の画像を「 CC BY 」で公開。

●オープンデータを活⽤した事例
・近デジリーダー

近デジでの公開資料を、モバイル上で快適に閲覧するためのAndroidアプリ。

・翻デジ2014
近デジの公開資料(画像)に対して、テクストデータを複数⼈で⼊⼒できるシステム。

・NDL所蔵古書POD（Print On Demand）
インプレスR&D による、NDLで著作権満了期間となった資料で、インプレスR&Dが
厳選したタイトルを製本、販売するサービス。

4.オープンデータと古典籍

●公開から”オープン”へ

・様々なデータを、ただ公開するだけではなく、
再利⽤可能なかたちで（再利⽤可能と明⽰して）公開すること。

→ユーザーは⾃由にデータを利⽤・活⽤し、それを公開できる

→⾃館サイト上での公開だけよりも、発⾒される可能性が⾼まる

→図書館所蔵資料のPRの⼀環ともなる

→そして、新たな資料／データ活⽤の契機となりうる



●公開時期：平成27年11⽉10⽇
●公開点数：350点
●公開条件：CCライセンスの「CC BY-SA」
●公開場所：国⽴情報学研究所「情報学研究データリポジトリIDR」

●内容：
・当館所蔵の古典籍350点の画像と書誌データをセットで公開。
・⼀部の作品には翻刻データや、タグデータを付加。
・分野別のダウンロードが可能な状態で公開。

4.オープンデータと古典籍

●「国⽂研古典籍データセット」の公開

http://www.nii.ac.jp/dsc/idr/nijl/nijl.html

分野 点数 分野 点数 分野 点数
⽇本⽂学 56点 芸術・諸芸等 62点 歴史 24点
医学 38点 理学 26点 産業 27点
地理 39点 教育 26点 政治・法制 22点
⾵俗・⽣活 6点 宗教 6点 経済 3点
武学・武術 9点 ⾔語 3点 総記 3点

4.オープンデータと古典籍

●「歴史的典籍オープンデータワークショップ」の開催

●開催⽇時：平成27年12⽉1８⽇ 15:00〜19:00
●開催場所：メルパルク京都
●共催：国⽴情報学研究所
●後援：情報処理学会 ⼈⽂科学とコンピュータ研究会、

⽇本デジタル・ヒューマニティーズ学会
※当ワークショップは⼈⽂科学とコンピュータ研究会主催の「じんもんこん2015」

（2015年12⽉19⽇〜20⽇・於同志社⼤学）との併催イベントとして開催。

●対象：研究者、図書館員、学⽣、ほか⽇本語の歴史的典籍に関⼼のある⽅。
→当⽇の参加者は、国⽂研スタッフを含め45名。

●内容：「国⽂研古典籍データセット」を中⼼に、古典籍の利⽤可能性や
新たな活⽤アイデアなどについてグループディスカッションを実施。
いわゆる古典籍に関する「アイデアソン」。

＜開催速報＞当館サイトで、当⽇の様⼦をレポートしています。
http://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/20151218_ideathon.html



5.プロジェクトに関する情報発信

●当プロジェクトに関する情報

● ⼤型プロジェクト専⽤のページ ● ニューズレター「ふみ」

国⽂研 ⼤型プロジェクト 検索

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

※左記サイトで、全号公開しています

〜 最後に 〜

これから約10年をかけ、古典籍資料のデジタル化、
画像データベースの新たな構築が⾏われ、
⽇本の古典籍に関する共同研究が進む予定。

古典籍を所蔵している機関との連携、そして
皆さまとの協⼒が必要です！

本件問い合わせ先
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
center_db@nijl.ac.jp




