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デジタルコレクション活用フォーラム

2021年3月4日 13:40～14:00

国立国会図書館

関西館 文献提供課

森本 佳恵

国立国会図書館
デジタルコレクションの概要
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本日の内容

1. 国立国会図書館デジタルコレクション

2. 図書館向けデジタル化資料送信
サービス（図書館送信）

3. デジコレを実際に使ってみよう

4. 問い合わせ先一覧
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本日の内容

1.国立国会図書館デジタルコレクション

2.図書館向けデジタル化資料送信
サービス（図書館送信）

3.デジコレを実際に使ってみよう
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国立国会図書館デジタルコレクション

国立国会図書館が作製・収集・保存した

デジタル資料を検索・閲覧できるデータベース

https://dl.ndl.go.jp/



間違われやすいサービス

国立国会図書館オンライン

 NDLで所蔵・提供してい
る資料（紙・デジタル問
わず）を検索する。

 NDL所蔵・提供資料の利
用申込（閲覧※・複写・
貸出）ができる。
※NDL館内のみ

国立国会図書館サーチ

 全国の公共・大学・専門
図書館や学術研究機関等
が提供する資料、デジタ
ルコンテンツを統合的に
検索する。

 NDLで所蔵していない資
料も検索する。

 NDL所蔵・提供資料の利
用申込はできない。
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主なコレクション：図書

 明治期～1968年までに受け入れたもの

 震災・災害関係資料の一部（1968年以降の受け入れ

あり）

『京都名勝誌』

京都市 編纂. 京都市, 

1928（昭和3）年



主なコレクション：雑誌

明治期以降に刊行されたもの

（刊行後5年以上経過したもの）

『海と空 １巻５号』

海洋気象学会, 1921（大正10）年
7



主なコレクション：古典籍

 江戸期以前の和古書や清代以前の漢籍

 解題・翻刻を約2,100点に付与

「絵本三都名所一覧」

梅廼屋鶴子 撰, 葵園北渓 画.

〔見立佐野の渡り〕

〔鈴木春信〕〔明和２〕年
8



9

主なコレクション：博士論文

 1990～2000年度に送付
を受けたもの

 2013年度以降に学位が授
与された博士論文を国立
国会図書館が電子形態で
収集したもの

国立国会図書館関西館書庫



主なコレクション

憲政資料

近現代の日本の政治家・官
僚・軍人などが所蔵してい
た資料

日本占領関係資料

第二次世界大戦終了後の日
本占領に関する米国公文書
等

「長崎海軍伝習所 伝習人総名前席順」

1857（安政4）年現在

「Targets in Tokyo and   Shizuoka areas」

（米国戦略爆撃調査団文書）

1945（昭和20）年 10
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コレクション一覧

？マークをクリックすることで各コレ
クション紹介のページに遷移

各アイコンをクリックするとコレクション
に属する資料が一覧表示される
絞り込み検索も可能
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公開範囲

インターネット公開

著作権処理を行い
インターネットで公開

しているもの

図書館送信資料
デジタル化資料送信
サービス参加館と

国立国会図書館の館内で
閲覧できるもの

国立国会図書館内
限定

国立国会図書館の館内で
のみ閲覧できるもの

※検索は、どの公開範囲の資料も可能

デジコレ収載資料は、資料ごとに３つの公開
範囲のいずれかで公開している。
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目次、本文検索

たとえば「京都府」で検索！

 簡易検索窓や詳細検索の「キーワード」欄で検索す
ると目次、本文（※）もヒットする
※本文検索できるのは
・電子ファイルに埋め込まれている全文テキスト（電子書籍・電子
雑誌、電子形態で収集した博士論文）
・OCR（光学文字認識）処理によるデジタル化資料（図書、雑誌等
の一部）の全文テキスト のみ
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目次・本文検索

目次や本文に「京都府」がある資料も
ヒット



目次・本文検索

OCR処理の本文データは文字化けしていることも
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資料の公開範囲の見分け方
国立国会図書館限定

国立国会図書館／図書館送信限定

（無印）インターネット公開
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図書館向けデジタル化資料送信
サービス（図書館送信） とは

公共図書館、大学図書館等が当館にサービスへの

参加申請をし、承認を受けると

国立国会図書館のデジタル化資料のうち、絶版等

の理由で入手が困難な資料を

自館内で閲覧（印刷）できるようになるサービス
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図書館送信で
閲覧できる資料数

絶版等の理由で入手が困難な資料

約152万点
（変動あり）
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どのように図書館送信対象
資料を決めているか

1. インターネット公開していない資料についてNDLが入手可能
性調査を行う。

2. 1.の調査で入手不可と判定した資料の一覧（送信候補資料）
を公開し、除外申し出を受け付ける。（事前除外手続き）

3. 2.の手続きで除外申し出のなかった資料群を新たな図書館送
信対象資料として公開する。
（年1回更新）

※ 図書館送信対象資料として公開開始後も、除外申し出を受け付けているた
め公開後に図書館送信から除外される資料がある。また当館の著作権処理によ
り、図書館送信対象からインターネット公開へ変更となる資料もある。
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それぞれの図書館からみると

自館の
蔵書

国立国会図書館の
デジタル化資料

＋
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約200万点！

インターネット
公開資料
約55万点

図書館送信
対象資料
約152万点

約＊＊万点！



デジタル化資料提供数（令和3年1月時点）

資料種別

デジタル化資料提供数（概数）

インターネット
公開資料

図書館送信
対象資料

国立国会図書館
館内提供資料

合計

図書 35万点 55万点 7万点 97万点

雑誌 1万点 81万点 51万点 134万点

古典籍 7万点 2万点 - 9万点

博士論文 1万点 12万点 2万点 15万点

官報 2万点 - - 2万点

憲政資料 0.5万点 - 0.1万点 0.6万点

録音・映像関係
資料

- 0.3万点 0.6万点 0.9万点

地図 - - 0.1万点 0.1万点

その他 6万点 2万点 8万点 16万点

合計 55万点 152万点 69万点275万点
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送信資料（図書）の概要
（参考資料）
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送信資料（雑誌）の概要
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（参考資料）



図書館送信対象資料の特徴

 昔の情報（特に1930～1960年代）に強い。

 得意な分野（社会科学・文学）がある。

 目次情報を備えているので、検索結果からブ
ラウジングが有効

 しかし基本的には年代以外の縛りはなく、雑
多な資料が入っている。
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図書館送信には

著作権保護期間が
満了している著作
物が混じってい
る。
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図書館送信に入っている著
作権保護期間満了著作物は

 図書館送信参加館で保護期間満了を確
認して、使うことができる。

 NDLの著作権確認は
•戦前に刊行された図書から順に行ってい
る。

•収録されているすべての著作物の保護期
間満了が確認された資料のみをインター
ネット公開する。

•戦後に刊行された図書、雑誌（戦前戦後
問わず）は著作権確認をしていない。
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例えば夏目漱石(1916没）の
著作で図書館送信資料の場合

 夏目漱石『思ひ出す事など : 他十篇』角川
書店, 1956 

当館の著作権確認対象期間外の刊行であ
る。

 夏目漱石 著, 松岡譲 註『漱石名作読本』新
潮社, 1938

註を書いた松岡譲(1969没)の著作権保護期
間が満了していない。
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参加館での閲覧
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職員

利用者 ①申請

④画像送信
閲覧用端末

NDLサーバ

③検索

②ログイン

閲覧用

⑤閲覧

 利用者の申請を受け、その図書館の登録利用者である
ことを確認して職員がログインする

 利用者が端末でデジタル化資料を検索・閲覧

 図書館施設内の特定の端末で利用する



参加館での複写

30

 利用者の申請を受け、職員がログインし

 複写範囲が著作権法の範囲内であることを確認して、
職員が印刷

 複写記録を作成する（日付、資料名、コマ番号）

職員

利用者
①申請

④画像送信管理用端末
⑤職員が印刷

②ログイン

③職員が検索
NDLサーバ

プリンタ

⑥印刷物引渡し

管理用



公開範囲ごとの参加館での利用の可否
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公開範囲 参加館内
での閲覧

参加館
（※）内で
の複写

国立国会図書館内限定 × ×

図書館送信 〇 △(※※)

インターネット公開 著作権保護期間満了 〇 法的には〇

著作権者による許諾 〇 ×

文化庁長官裁定 〇 ×

※ 日本国内
※※ 印刷サービスの申請をした送信参加館でのみ可能
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１クリック検索のページ

https://dl.ndl.go.jp/ja/tool.html#one-click
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１クリック検索へのページ遷移
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デジコレトップページ右下

「このデータベースについて」



近代日本人の著作・音源
（出身都道府県ごと）

https://dl.ndl.go.jp/ja/figures.html
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名前にマウスオーバーする
と肖像画を表示

「近代日本人の肖像」または「著名
人の演説・講演」のサイトに移動

：著作を検索
：関係文書を検索
：歴史的音源を検索
：「氏名」の項目の内容をキー
ワードとして全資料を検索



よりすぐり国立国会図書館

https://dl.ndl.go.jp/ja/best.html
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地域の歴史に関する資料

https://dl.ndl.go.jp/ja/local_history.html

1. インターネット公開のみを検索
2. インターネット公開＋図書館送信資料を検索
3. すべて（インターネット公開＋図書館送信資

料＋国立国会図書館内限定）を検索

調べたい都道府県を
クリック
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レファレンスの実例

 レファレンス協同データベース：
全国の参加館（公共・大学・専門図書館）のレファレ
ンス事例などを登録・公開

38https://crd.ndl.go.jp/



レファレンスの実例

 白でなく茶色の綿の実を持っているのだが、
なんという品種の綿なのか知りたい。

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?p

age=ref_view&id=1000187073

 「福の神」という狂言の成立時期を知りた
い。

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?p

age=ref_view&id=1000256532
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https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000187073
https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000256532


40

本日の内容

1.国立国会図書館デジタルコレクション

2.図書館向けデジタル化資料送信
サービス（図書館送信）

3.デジコレを実際に使ってみよう

4.問い合わせ先一覧



国立国会図書館デジタルコレクション
に関するお問い合わせ
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下記メールアドレス、または国立国会図書館の問い合わせフォーム
からお問い合わせください。

国立国会図書館 関西館 電子図書館課
dl@ndl.go.jp

お問い合わせフォーム等に関するご案内
https://dl.ndl.go.jp/ja/contact.html

mailto:dl@ndl.go.jp


図書館送信に関するお問い合わせ
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デジタル化資料送信サービスお問い合わせ窓口
（関西館 文献提供課 複写貸出係内）
〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3

電 話：0774-98-1330
メール：digi-soshin@ndl.go.jp

「図書館協力ハンドブック」第7章もご覧ください
https://www.ndl.go.jp/jp/library/handbook/handbook/chapter

_7.pdf

mailto:digi-soshin@ndl.go.jp


（参考）図書館送信参加手続き

43

「図書館向けデジタル化資料送信サービス（日本国内の図書館員の方へ）」のページ
https://www.ndl.go.jp/jp/library/service_digi/

条例、学則等
（図書館の設置根拠）

プリンタ

Microsoft Edge,
Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome

PDF作成

Adobe Acrobat Reader 最新版

承認申請書

閲覧室の配置図面・写真

利用規則等
（図書館の活動状況）

機器等のチェックリスト

閲覧用端末(利用者が使用)

管理用端末(職員が使用)固定IPアドレス
でインターネット
に接続

ブラウザ（次のいずれか最新版）

参加館が用意する機器・ネットワーク 国立国会図書館に提出する書類

Microsoft Edge,
Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome

ブラウザ（次のいずれか最新版）



ご清聴ありがとうございました！
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