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本講演の内容

１ KuLA開発の背景

２ KuLA開発の経緯

３ KuLAリリース後の反響と展開

４ KuLAの可能性



Ⅰ 開発の背景と経緯

１ 中野三敏氏・日本近世文学会の
「和本リテラシー」啓蒙活動

２ 古地震研の活動

３ 国文研の大型プロジェクト＋内外
の古典籍デジタルアーカイブの充実

４ 変体仮名のコード化



Ⅰ-１ 中野三敏先生・日本近世文学会の
「和本リテラシー」啓蒙活動

中野三敏

『和本のすすめ

―江戸を読み解くために』

（岩波新書2011年）

→くずし字解読能力
（和本リテラシー）
の必要性の提唱



和本リテラシーとは
江戸時代以前に手写または出版され、「くずし字」
で書かれた本を読める能力のこと。

→読める人は日本に数千人程度？



和本リテラシーの必要性

江戸以前の本は100万点くらい残ってい
ると推測されるが、そのうち活字になっ
ているのは、多くても５パーセント以下
であろう。しかし、活字になっているも
のは、近現代の史料価値観の枠組で選ば
れたものである。成熟した社会をめざす
ためには、その枠組みから抜け出し、新
たな認識の枠組みを考える必要がある。
そのためには、活字になっていない典籍
を読む必要があり、和本リテラシーが必
要になってくる。



中野三敏先生から日本近世文学
会への要望書

（要旨）

「近代主義の行き過ぎを是正するため
のヒントは江戸時代にある。江戸時代
を理解するためのツールは、和本リテ
ラシー以外にない。和本リテラシーの
回復のために、日本近世文学会で、そ
の啓蒙に取り組んでほしい」

（2011年5月）



日本近世文学会の取り組み（１）
中野先生の要望書（2011年5月）を受けて

 2011年8月．広報企画委員会の中に「和
本リテラシー部門」を設置。

 2012年3月 講演会の実施。初等教育の
教育現場のことをよく知っている方（愛媛
大学・三浦和尚氏）が講演し、小中高で和
本リテラシー教育を実践することの難しさ
についてお話しされた。

 2012年8月 広報企画委員会で、教育指
導要領の中でどのように和本リテラシー教
育を行えるかを議論。



Ⅰ

日本近世文学会の取り組み（２）
 2013年6月 学会で和本リテラシーに関するシンポジウム

の開催（２名の実践報告と討論）、それに基づくアンケート
の実施。

 2013年11月 学会で６月実施の和本リテラシーアンケー
トの報告会と討論。

 2014年8月 和本リテラシー啓蒙のためのニューズレター
を学会として刊行することを常任委員会で決定。

 2015年7月 ニューズレター「和本リテラシーニューズ」
第１号 刊行。協力 笠間書院。キャラクター「しみまる」

 2015年10月 同ニュースのWeb公開。

 2016年２月 桐蔭学園（中学）で、13クラスにおよぶ出
前授業を実施。

 2016年７月 「和本リテラシーニューズ」第２号 刊行。

 2017年3月 「和本リテラシーニューズ」第３号 刊行。
→現在、各地で、くずし字学習の「出前授業」を実践中。



Ⅰ-２ 古地震研究会の活動

 京都大学古地震研究会は、2012年4月、京都大学
大学院理学研究科の中西一郎の呼び掛けにより有
志が集い発足した団体です。

 その目的は過去の地震をはじめとする自然災害に
ついての研究をすすめることで、週1回のゼミ形式
での古文書解読の実習や実践を中心として、情報
技術を取りいれた解読方法の研究などの活動をお
こなっています。

 「素人」が多かった初期の古地震研究会。まずは
メンバーそれぞれが、古文書、古記録などの文字
史料を解読できるようになることを目的にしてい
ます。 （同会ホームページより抜粋）
→理系研究者もくずし字解読を必要としている。



古地震研究会との出会い

2014年9月、中西一郎氏の依頼により、
同会の夏合宿で「板本と写本」について
講演。

（中野三敏先生のピンチヒッターで）

ここで加納靖之氏・橋本雄太氏と出会い、
手書き文字検索システムSMART-GS知り
衝撃を受ける。

懇親会で、くずし字学習支援アプリの開
発について話題となる。→実現！

→「みんなで翻刻」などに展開（後述）



Ⅰ-３ 国文研の大型プロジェクト

歴史的典籍NW事業

2014年〜
30万点の歴史的典籍画像公開計画。

画像をより活用するためのサポートプロジェクト
として、「くずし字解読支援」を発想する。

→そのプロジェクトを応援するかのように、国文研
は2015年７月末の国際シンポジウムで、300点
の資料の画像データと書誌データをオープンデータ
で公開することを発表。→11月350点公開。現在
1767点公開。古典籍オープンデータセット。

https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/plans.html
https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/data_set_list.html


内外のデジタルアーカイブの充実

【国内】
国会図書館デジタルコレクション
早稲田大学古典籍総合データベース
立命館大学アートリサーチセンター古典籍ポー
タルデータベース（大英博物館・サレジオ大学
含む）
【海外】
ベルリン国立図書館デジタル画像
米国議会図書館

→国内の主要なものの一覧としては、日本文学
Internet Guide が便利

http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/about.html
http://www.dh-jac.net/db1/books/search_portal.php
http://soamano.wixsite.com/nihonbungaku


Ⅰ-４ 変体仮名のコード化

国立国語研究所が、「学術情報交換用
変体仮名」セットを試験公開。2015
年10月

（参考文献）

『情報管理』Vol. 58 (2015) No. 6 p. 
438-446 科学技術振興機構

「変体仮名のこれまでとこれから 情
報交換のための標準化」

高田 智和・矢田 勉・斎藤 達哉

http://kana.ninjal.ac.jp/


〇論文抄録

「変体仮名は平仮名の異体字であるが，現代の
日常生活ではほとんど用いられていない。しか
し，1947年以前には命名に使われ，戸籍など
行政実務において変体仮名の文字コード標準化
のニーズがある。一方，日本語文字・表記史や
日本史学の学術用途においても，変体仮名をコ
ンピューターで扱うニーズがある。そこで，活
版印刷やデジタルフォントから集字し，学術情
報交換用変体仮名セットを選定した。このセッ
トには，変体仮名の機能的使い分けを表現する
ため，同字母異体も収録した。行政用途の変体
仮名と合わせ，2015年10月にISO/IEC 
10646規格への追加提案を予定している。」



変体仮名コード一覧の一部



Ⅱ KuLA開発の経緯

１ 開発のきっかけ

２ KuLAの概要

３ 開発のあゆみ



Ⅱ-１ 開発のきっかけ
いろいろな出来事が偶然重なった！

●2013年4月 国文研NW事業の拠点校として大阪大は
参加（拠点代表委員に）
●2014年春 ＵＣＬＡ図書館から「くずし字学習アプ
リ」の有無についてのメール
●2014年4月 大阪大学文学研究科国際的社会連携型人
文学研究教育クラスターの発足に際し、「NW事業と連携
せよ」と科長に言われ、「国際古典籍学クラスター（最
初はもっと長い名前）」代表者となる。
●2014年8月 NW事業拠点主導共同研究計画（次頁）
提出。
●2014年９月 古地震学研究会での橋本雄太氏との出
会い（前述）
●2014年11月 科研挑戦的萌芽研究への応募
●2015年４月 科研採択→アプリ開発プロジェクトへ



 国文研NW事業拠点主導共同研究（大阪大学案）
 前近代日本の典籍及び歴史資料を研究に活用するための、国際的教育プログラムの開発

－“和本リテラシー”の世界における普及に向けて－

 現在、外国における日本研究の方法（主として理論的方法）と、日本における日本研究
の方法（主として実証的方法）が分裂し、いい意味での融合が難しい状況である。今回
のプロジェクトで、原本の画像が大量にWeb公開されるが、それは、この分裂を修復し、
止揚する、新しい国際共同研究を樹立するチャンスであると考えられよう。

 その第一歩として、外国における日本文学およびその隣接領域（歴史・思想・美術・語
学・演劇）の、歴史的典籍の原本を使用する研究教育の現況を把握し、歴史的典籍の画
像データベースの構築が国際共同研究にどのような役割を果たすかを展望することが、
本共同研究の目的である。そのために下記のような研究プロセスを考えている。

 （１） 海外で日本に関わる研究・教育に携わっている研究者を招き、とくに原本およ
びその画像を使用する研究教育の現状報告をしていただくとともに、本プロジェクトに
よって整備される画像データベースをいかに生かすか、そのためには何が必要かという
ことを提起してもらう国際シンポジウムを行う（この試みは、先行的に、2015年2月
に大阪大学で行われることが確定している。別添資料参照）。

 （２） とくに外国人研究者を対象とする国際的和本リテラシー普及プログラムを開発
する。このプログラム開発のためのワーキング・グループを日本近世文学会広報企画委
員会等と連携して立ち上げ、ケンブリッジ大学のラウラ＝モレッティ教授、オークラン
ド大学のローレンス＝マルソー教授、淡江大学の田世民教授らの協力を得て、２年間で
その大枠を完成する。

 （３） 国文学研究資料館、拠点連携校、そして海外協力校において、和本リテラシー
集中セミナーを、e-leaningなとの方法を用いて行う。

 本共同研究は、大型プロジェクトにおいて実施される諸共同研究のプラットホーム的な
位置づけを担うものとなり、それぞれの共同研究の相互乗り入れを促進する役割をも果
たすと考えられる。当面の研究期間は３年だが、継続されるべきものである。



Ⅱ-２ KuLAの概要

（以下橋本雄太氏のまとめを引用しています）



くずし字学習支援アプリ「KuLA」

 Kuzushiji Learning Application

 概要
◦ 字形学習・読解訓練・コミュニティ機能を備えた

くずし字学習の総合支援モバイルアプリケーショ
ン

◦ 2016年2月18日に iOS/Android 版を同時公開

◦ 2018年１月末現在累計９7,000超ダウンロード

◦ Androidランキング（新着・教育）で１位にラン
クインしたこともあり。

 期待される社会的影響
◦ 海外における日本研究の進展

◦ 自然科学分野における古典籍の活用

◦ 若年層が古典籍を利用する障壁の解消
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① 「まなぶ」モジュール

 くずし字解読の基礎知識習
得を目的とするモジュール

 主要機能
1. マスコット「しみまる」による

解説

2. 3,000件の用例を用いた字形学
習

3. テスト機能

22



②「よむ」モジュール

 実際の和本を利用した読解訓練を実施する
ためのモジュール

 ３作品を収録
◦ 『方丈記』

◦ 『新版なぞなぞ双六』

◦ 『新刃銘尽後集』

 全作品に翻刻文を付与
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③「つながる」モジュール

 くずし字学習者間の情報交換と交流を促すモジュール

 「教え合い」機能

◦ スマートフォンのカメラで資料を撮影し、
他ユーザーに読み方を聞くことができる

◦ Facebook、Twitter、Google+などの

◦ SNSのアカウントがあれば、誰でも利用

◦ 可能
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Ⅱ-４ 開発の歩み
ここでも偶然の出来事が重なる！

 2015年4月1日 科研挑戦的萌芽研究「日本の歴史的典籍に関する国際的
教育プログラムの開発」（代表者飯倉洋一）はじまる。ほぼ月１で打ち合わ
せ・研究会。

 2015年９月2日 研究ブログ「くずし字教育プロジェクト」開設

 2015年7月27日〜10月12日 開発のためのWEBアンケート

 2015年10月23日 公開研究会「海外における日本研究の現状とくずし字
教育の新たな試み」（大阪大学豊中キャンパス）
橋本雄太氏、KuLA開発の中間報告。久田行雄氏、文字収集についての報告。

 2015年10月16日 国立国語研究所「学術情報交換用変体仮名」を試験公
開。

 2015年10月29日 早大・UCLA「変体仮名あぷり」android版（次頁）。

 2015年11月10日 国文研「国文研古典籍データセット」試験公開。

 2015年12月9日 KuLAベータ版のテストユーザー募集。

 2016年2月17日 国際シンポジウム「読みたい！日本の古典籍」（大阪大
学豊中キャンパス）。橋本雄太氏がKuLA完成版のデモを行う。

 2016年2月18日 国際ワークショップ「画像データベースの活用とくずし
字教育の展望」（大阪大学豊中キャンパス）。

 2016年2月18日 KuLAリリース。

 2016年3月9日 KuLA開発に関する記者説明会（於大阪大学中之島セン
ター）。

 2016年11月17日 KuLAバージョンアップ版リリース

https://plus.google.com/104467959383842469455/posts/g9dYAjGZwTb
https://plus.google.com/photos/104467959383842469455/album/6260001599033026465/6260001600340898370


Ⅲ リリース後の反響と展開

１ 開発中の反響

２ リリース（2016年2月）後の反響

３ その後の展開



Ⅲ−１ 開発中の反響

2015年7月 大阪大学URAの取材

2015年8月 Twitterでの反響

http://www.ura.osaka-u.ac.jp/uramagazine/vol_022.html
https://twitter.com/yuta1984/status/636394553222766592


Ⅲ-2 リリース(2016・２）後の反響

2016年３月〜７月 各メディア（朝日・日
経（共同）・NHK・読売）での紹介。

2016年4月ローカルラジオ番組への出演
リリース後、驚異的なペースでダウンロード
数が伸びる。特に刀剣乱舞ユーザーの反応が
目立った。

2016年5月『リポート笠間』60でレビュー
2016年７月ネット・メディアでの紹介
2016年10月 ダウンロード数４万達成

https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG09HC8_V10C16A3CR0000/
http://fm.minoh.net/blog/?p=7099
http://kasamashoin.jp/2016/05/kulamojizo60.html
http://hotozero.com/knowledge/kula_interview01/


Ⅲ-3 その後の展開

2016年4月〜 各大学等のくずし字教育で
KuLAが教材になる。ハイデルベルク大学で
も飯倉がくずし字授業。
2016年11月 バージョンアップ版公開。
2017年１月 「みんなで翻刻」公開。
KuLA組み込む。
2017年２月 『アプリで学ぶくずし字』
（笠間書院）刊
2017年4月 ニコニコ超会議「みんなで翻
刻してみた」（生中継）に出演して講義。し
みまるキャップをかぶる。

https://honkoku.org/


リリース直後の反響
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 アプリ公開を Twitter で告知したところ、大きな反響が
あった

 リツイート／お気に入り登録したユーザーのプロフィールを
確認すると、ゲーム『刀剣乱舞』のユーザーが非常に多い
（約30%）



ユーザーからの評価
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非常に高い評価を頂いている
◦ Android版・・・平均評価 4.9/5.0 （31件の評価）

◦ iOS版・・・平均評価 4.5/5.0 （17件の評価）



日本国外での利用
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• KuLAのダウンロードの約7%が日本国外からのもの
• 米国、韓国、ドイツ、イギリス、イタリアの利用が特に多い

• ローマ大学では、日本古語学・古書学講座の自習用教
材として利用が始まっている



Ⅳ KuLAの可能性

１ 教材としての使いやすさ

２ くずし字学習のコミュニティ生成

３ ゲームユーザーの関心で裾野拡大

４ 海外でのくずし字学習

５ クラウド翻刻「みんなで翻刻」をもっと拡
げる

参考：飯倉「KuLAの誕生」（『アプリで学ぶくずし字』笠間書院、2016年2月）
飯倉「くずし字学習支援アプリKuLAについて」（『専門図書館』281、

2017年1月）
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