
国立国会図書館の障害者図書館協力サービス 

 
 

図書館協力課障害者図書館協力係 
長澤健一 

 

 

1. 障害者図書館協力サービス 

(1) 障害者図書館協力サービス 

○ 障害者サービスを実施している図書館等への支援、協力 

 

2. 点字図書・録音図書全国総合目録 

(1) 「点字図書・録音図書全国総合目録」とは 

○ 「総合目録」の意味 

・ 重複製作の回避（点字図書、録音図書の製作に要する時間、費用） 

・ 相互貸借 

 

(2) 書誌データの作成 

○ 「参加館」 

・ 館種、参加館数（平成 20 年 11 月現在） 

館種別 館数 

公共図書館等 149

点字図書館等 86

その他 6

合計 241

○ 収録されている書誌データ 

・ 資料形態及び件数（平成 20 年 11 月現在） 

資料形態 資料の概要 件数 

点字(冊子) 点字を印字した冊子（点訳ソフトを使って PC で製作し

たもの（「点字データ」）と点字タイプ等で製作したも

の（「点字」）がある。） 

127,698

点字(フロッピーディスク) 点字データを収録した FD 3,080

録音(カセットテープ) カセットテープ 214,435

録音(DAISY) DAISY 図書（CD) 63,699

合計  408,912

・ 毎月平均約 3,000 件増 

  



 

(3) 提供方法 

○ NDL-OPAC 点字図書・録音図書全国総合目録（月 1回更新） 

http://opac.ndl.go.jp/index.html

○ その他の目録 

名称 刊行頻度 収録対象 備考 

『NDL CD-ROM Line 点字図書・録

音図書全国総合目録』（CD-ROM 版）

年 2回 全件 発売：日本図書館協会 

『点字図書・録音図書全国総合目

録』（録音版） 

年 2回 前回刊行以降、半年分

の新規収録書誌デー

タ 

学術文献録音図書とし

て製作。図書館間貸出で

利用可 

○ 「全国点字図書・録音図書新着情報」 

http://www.ndl.go.jp/jp/library/supportvisual/supportvisual_3.html 

○ 製作着手情報 

http://www.ndl.go.jp/jp/library/supportvisual/supportvisual_4.html

・ 重複製作の回避（点字図書、録音図書の製作に要する時間、費用） 

 

3. 学術文献録音テープ等（学術文献録音図書）の製作 

(1) 「学術文献録音図書」とは 

○ 専門的な学術文献の録音図書 

○ 主な製作対象外 

・ 小説、詩歌、戯曲の類 

・ 一般的な入門書、概説書、教養書の類 

・ 教科書、各種試験参考書の類 

・ 著作権者の許諾が得られなかったもの 

・ 図、数表、写真等が多いため、録音作業が著しく困難と認められるもの 

○ 「受付館」からの依頼による製作 

・ 受付館では製作困難なもの（「図書館協力サービス」としての録音図書製作） 

○ DAISY 図書 

・ 平成 14 年度から製作（平成 13 年度まではカセット・テープ） 

・ DAISY 図書の特長（学術文献の録音図書には適している。） 

○ NDC 別録音図書数（参考資料 1参照） 

 

(2) 製作作業 

○ 著作権許諾処理作業（連絡先、没年等調査（参考資料 2 参照）、許諾依頼文書の送付（参

考資料 3参照）） 

  

http://opac.ndl.go.jp/index.html
http://www.ndl.go.jp/jp/library/supportvisual/supportvisual_4.html


○ 製作作業自体は外部委託（音訳、調査、DAISY 編集、装備） 

○ 「調査」（「学術文献」としての正確性） 

 

(3) 利用者への提供 

○ 「利用者」 

・ 身体障害者手帳の交付を受けた 18 歳以上の視覚障害者 

○ 「受付館」 

・ 「受付館」とは 

・ 館種別、館数（平成 20年 11 月現在） 

館種別 館数 

都道府県立図書館 39

市区町村立図書館 157

点字図書館等 85

盲学校図書室 11

大学図書館等 39

合計 331

 

(4) 検索手段 

○ NDL-OPAC 点字図書・録音図書全国総合目録 

http://opac.ndl.go.jp/index.html

○ その他の目録 

名称 刊行頻度 収録対象 備考 

『国立国会図書館製作録音図書

目録』（点字版） 

年 1回 作成後、全受

付館へ配布 

『国立国会図書館製作録音図書

目録』（録音版） 

年 1回 

前回刊行以降、1 年分の新たに製

作した録音図書の書誌データ 

学術文献録

音図書とし

て製作。図書

館間貸出で

利用可 

 
(5) カセットテープの DAISY 図書化 

○ 平成 13 年度まで製作していたカセットテープの録音図書を、保存と利用の観点から

DAISY 図書化 

○ NDC 別録音図書数（参考資料 1参照） 

 

 

  

http://opac.ndl.go.jp/index.html


（参考） 

※ 点字図書・録音図書全国総合目録、学術文献録音図書製作も含め、サービスの全体につい

ては次を参照 

国立国会図書館トップ > 図書館員の方へ > 視覚障害者への図書館サービス 

http://www.ndl.go.jp/jp/library/supportvisual/supportvisual.html 

 

※ 障害のある利用者に対する、東京本館、関西館の来館サービスについては次を参照 

国立国会図書館トップ > 東京本館 >  障害のある方へのサービス支援 

http://www.ndl.go.jp/jp/service/tokyo/support.html 

国立国会図書館トップ > 関西館 > 利用案内 > 障害のある方へ 

http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/guide/support.html

  

http://www.ndl.go.jp/index.html
http://www.ndl.go.jp/jp/library/index.html
http://www.ndl.go.jp/jp/library/supportvisual/supportvisual.html
http://www.ndl.go.jp/index.html
http://www.ndl.go.jp/jp/service/tokyo/index.html
http://www.ndl.go.jp/index.html
http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/index.html
http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/guide/guide_top.html
http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/guide/support.html


（参考資料 1）NDC 別録音図書数（平成 20 年 11 月現在） 

 

NDC（類） 

平成 14 年度

以降製作した

録音図書数 

DAISY 図書化

で製作した録

音図書数 

合計 主な資料（全集、シリーズもの等） 

０総記 22 28 50
「新釈漢文大系」シリーズ、『南方熊楠

全集』 

１哲学 53 94 147
『河合隼雄著作集』、仏教関係、キリス

ト教関係、「シュタイナー」の著作 

２歴史 59 41 100
『ローマ帝国衰亡史』、「人類の知的遺

産」シリーズ、『第二次世界大戦』 

３社会科学 29 81 110   

４自然科学 33 85 118
整形外科学、解剖学、東洋医学（鍼灸、

漢方関係） 

５技術 0 0 0   

６産業 0 0 0   

７芸術 1 3 4   

８言語 6 6 12   

９文学 17 14 31
『断腸亭日乗』、「中国の古典」シリー

ズ 

 

  



（参考資料2）連絡先、没年等を調べるための資料

冊子体資料（主に連絡先（勤務先、住所等）を調べるための資料）
分野 資料名 出版者名 備考

全般 文化人名録（著作権台帳） （社）日本著作権協議会
第26版（2001.10）で休刊（現時点でも有
用な情報源である。ただし、経年と共に使
えなくなっていくと思われる。）

全般 人事興信録 興信データ

全般 日本紳士録 ぎょうせい

全般 現代日本人名録 日外アソシエーツ

全般 現代日本女性人名録 日外アソシエーツ

全般 現代日本執筆者大事典 日外アソシエーツ
第1期～第4期（第3期は『新現代日本執筆
者大事典』）

全般 電話帳（ハローページ） NTT

全般 全国高齢者名簿（長者番付） 厚生労働省老健局計画課 100歳以上、市町村名まで掲載

弁護士 会員名簿 日本弁護士連合会

弁護士 全国弁護士大観 法律新聞社

公務員等 職員録 国立印刷局 上巻：中央官庁、下巻：都道府県・市町村

公務員等 政・官・司法界人名録 三共社 中央官庁

公務員等 戦前期日本官僚制の制度・組織・人事 東京大学出版会 戦前期の中央官庁

公務員等 日本官僚制総合事典 : 1868-2000 東京大学出版会 標記期間の中央官庁の人事

会社員 会社職員録. 全上場会社版 ダイヤモンド社 企業名ごとに役員を記載

会社員 会社職員録. 非上場会社版 ダイヤモンド社

作家等 文藝年鑑 新潮社
この資料の編集者である日本文藝家協会と
JLAとの間で一括許諾の協定を締結

研究者 研究者研究課題総覧1996 紀伊國屋書店
最新の情報は「研究開発支援総合ディレク
トリ(ReaD)」で検索可

研究者 全国大学職員録 廣潤社

研究者 全国短大・高専職員録 廣潤社

医師等 醫籍総覧　東日本版、西日本版 醫事公論社

医師等 医学研究者名簿 医学書院

医師等 全国医師名簿 ドクターズファミリー

医師等 医科学研究者名簿 羊土社

外国人 現代外国人名録 日外アソシエーツ

外国人 Who's Who in the World Marquis Who's Who

外国人 International Who's Who Europa Publications

冊子体資料を紹介しているホームページ
分野 コンテンツ名 URL

公務員等
政治分野の参考図書（代表例）＜公務
員＞

国立国会図書館（テーマ別調べ方案
内）

http://www.ndl.go.jp/jp/data/theme/pol
itical/political_sankou2.html

研究者 教職員名簿
国立国会図書館（テーマ別調べ方案
内）

http://www.ndl.go.jp/jp/data/theme/the
me_honbun_102025.html

医師等 医師の名簿
国立国会図書館（テーマ別調べ方案
内）

http://www.ndl.go.jp/jp/data/theme/the
me_honbun_102014.html

外国人
中国・香港・台湾の現代の人物につい
て調べるには

国立国会図書館（テーマ別調べ方案
内）

http://www.ndl.go.jp/jp/data/theme/asi
a/theme_asia_33.html

全般 人物情報
大阪府立中之島図書館（ビジネス支援
サービス）

http://www.library.pref.osaka.jp/nakat
o/busi/web/person.html

全般 ビジネス関連の人物情報を探す
大阪府立中之島図書館（ビジネス支援
サービス）

http://www.library.pref.osaka.jp/nakat
o/guide/jinbutsu.html

全般 人物情報をさがす（一般）
東京都立中央図書館（テーマ別に調べ
るには　『知っていると便利』シリー

http://www.library.metro.tokyo.jp/16/1
6350.html

全般
人物情報(自然科学・工学・医学・建築
ほか）

東京都立中央図書館（テーマ別に調べ
るには　『知っていると便利』シリー

http://www.library.metro.tokyo.jp/16/1
6320.html

※上記の他、多くの図書館のホームページに、資料の紹介、調べ方を案内しているページがある。

その他（主に没年を調べるための資料）
分野 資料名、コンテンツ名 出版者名等 備考、URL

全般 人物物故大年表. 日本人編、外国人編 日外アソシエーツ 古代から現代まで

全般 現代物故者事典 日外アソシエーツ

全般 著者の没年を調べるには
国立国会図書館（テーマ別調べ方案
内）

http://www.ndl.go.jp/jp/data/theme/the
me_honbun_100009.html

全般
Yahoo!トップ > 生活と文化 > 死 > 訃
報

http://dir.yahoo.co.jp/Society_and_Cul
ture/Death/news_of_death/

全般 没年月日（命日）データベース
http://www.d4.dion.ne.jp/~warapon/data
04/index.htm

全般 新聞の訃報記事 自宅の住所が載っている場合がある。

http://www.library.metro.tokyo.jp/16/16350.html
http://www.library.metro.tokyo.jp/16/16320.html
http://www.library.pref.osaka.jp/nakato/guide/jinbutsu.html
http://www.ndl.go.jp/jp/data/theme/theme_honbun_100009.html
http://www.ndl.go.jp/jp/data/theme/theme_honbun_102025.html
http://www.ndl.go.jp/jp/data/theme/theme_honbun_102014.html
http://www.ndl.go.jp/jp/data/theme/asia/theme_asia_33.html
http://www.d4.dion.ne.jp/~warapon/data04/index.htm
http://dir.yahoo.co.jp/Society_and_Culture/Death/news_of_death/
http://www.library.pref.osaka.jp/nakato/busi/web/person.html
http://www.ndl.go.jp/jp/data/theme/political/political_sankou2.html


平成 20 年 12 月 9日 

平成 20 年度 障害者サービス担当職員向け講座 

国立国会図書館関西館図書館協力課障害者図書館協力係 

  

（参考資料 3）著作権者への許諾依頼文書（ひな形） 

国図関西#########号

平成##年##月##日

≪著作権者郵便番号≫ 

≪著作権者住所≫ 

≪著作権者名≫ 殿 

                     国立国会図書館関西館長

                            ≪関西館長名≫

 

学術文献の録音による複製の許諾について（依頼） 

 

 日ごろは、国立国会図書館の視覚障害者サービスに御理解と御協力を賜り、ありがとうございます。 

当館では、視覚障害者サービスの一環として「学術文献録音サービス」を実施しております。これは、視覚障害者か

らの依頼に応じて、当館が所蔵する学術文献について、DAISY※仕様のデジタル録音図書をCDの形態で作製し、無料で貸

し出すサービスです。 

 この度、当館が所蔵する下記の文献について、下記による複製を無償にて御許諾いただきたくお願い申し上げます。

誠にお手数ではございますが、同封の回答用紙に必要事項を御記入いただき、御押印の上、返信用封筒による郵送又

は FAX により御返送をお願いいたします。回答用紙に御記入いただきました個人情報につきましては、当館から文献の

利用の許諾を依頼する用途でのみ使用し、厳重に管理いたします。 

今後とも当館の視覚障害者サービスに御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

※DAISY とは、視覚障害者など印刷された文字を読むことが難しい人々のためのデジタル録音図書の国際標準規格であ

り、世界の多くの点字図書館等で採用されています。DAISY 仕様のデジタル録音図書は、専用機器と、専用ソフトを

インストールしたパソコンでのみ利用することができます。 

記 

１．対象文献 

『≪資料名≫』、≪著者・編者名≫、≪出版者名≫、≪出版年≫ 

２．複製物 

  保存用マスターCD    1 セット 

  貸出用 CD        1 セット 

３．その他 

1) 貸出用 CD については、利用による破損等が生じた場合、保存用マスターCD からの再製を行う。 

2) 録音作業を行うに当たり、対象文献を１部複写（コピー）し、録音上の注記を書き込んだ原稿を作成すること

がある。この原稿は、他の用途には用いない。 

 

＜本件に関する問い合わせは下記までお願い申し上げます＞

国立国会図書館関西館 

図書館協力課障害者図書館協力係 

郵便番号：619-0287 

住所：京都府相楽郡精華町精華台 8-1-3 

TEL：0774-98-1457 

FAX：0774-94-9117 

E-mail：syo-tky 1
いち

@nd l
エル

.go.jp 

著作権者からの回答文書（ひな形） 

 

国立国会図書館関西館長 殿 

 

学術文献の録音による複製の許諾について（回答） 

 

対象文献：『≪資料名≫』、≪著者・編者名≫、≪出版者名≫、≪出版年≫ 

 

平成##年国図関西#########号で依頼のあった標記の件について、 

 

１．許諾する 

２．許諾しない 

 

上記 1.、2.のいずれかを○で囲んでください。 

 

平成  年  月  日

住 所 
（ふりがな） 

氏 名                 ㊞ 
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