
0

科学技術関係の電子情報の蓄積・提供
（電子図書館関係 ）

国立国会図書館

総務部企画課電子情報企画室

平成19年2月13日

－ 国立国会図書館「第二期科学技術情報整備基本計画」に係る平成18年度の
進捗状況について －

資料　３
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電子図書館事業
　　　　　　　　　　ー これまで・これから ー

平成10年度～平成
13年度

平成14年度～

平成18年度

平成19年度～平成
20年度

平成21年度～

国立国会図書館電子図書館構想

電子図書館サービス実施基本計画

<一次情報>

・国会会議録、帝国議会会議録

・貴重書画像データベース

・電子展示会

・近代デジタルライブラリー

・WARP

・児童書デジタルライブラリー

国立国会図書館電子図書館中期計画２００４

NDLデジタルアーカイブポータル運用

NDLデジタルアーカイブシステム運用
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電子図書館事業の目標
　　　（国立国会図書館電子図書館中期計画2004）

デジタルアーカイブの構築

所蔵資料のデジタル化

インターネット情報の収集

情報資源に関する情報の充実

ナレッジ提供サービス

電子展示会の実施

デジタル・アーカイブのポータル機能

コンテンツへのワンストップサービス



3トップページ画面

近代デジタルライブラリー

デジタルアーカイブ構築のこれまで
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近代デジタルライブラリー

平成17年度までに当館所蔵明治期刊行図書の大
部分の著作権処理を終了

現在、約89,000タイトル、約127,000冊を公開　　
　　

　　　　　　　　明治期全体の75パーセント

平成17年度から、大正期刊行図書に着手

　　　　　　約90,000冊

デジタルアーカイブ構築のこれまで
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0類：総記
0.9% 1類：哲学

14.5%

2類：歴史．地誌
13.1%

3類：社会科学
24.0%4類：自然科学

8.6%

5類：工学．工業
3.9%

6類：産業
8.2%

7類：芸術．体育
6.4%

8類：語学
7.0%

9類：文学
13.4%

収録資料（約89,000タイトル）のNDC分類ごとの割合

20.7%

デジタルアーカイブ構築のこれまで
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（Web　ARchiving　Project）

インターネット資源選択的蓄積事業

電子雑誌（1,498誌）

ウェブサイト

政府機関 （38)

協力機関（1,881)
都道府県 （8）

合併前の市町村
（1,684）

法人・機構 （85）

大学 （71）

イベント （26）

その他 （7）

昨年７月から本格事業化

デジタルアーカイブ構築のこれまで
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総記

16%

哲学

1%

歴史

3%

社会科学

36%

自然科学

12%

産業

12%

文学

1%
芸術

1%

言語

1%

技術・工学

17%

自然科学

技術・工学

産業

　41%

WARPの電子雑誌　NDC分類分布

H19.1現在

（単位：件）

タイトル数N
D
C

内容
電子雑誌 サイト 合計

0 総記 236 4 240 

1 哲学 13 0 13 

2 歴史 45 0 45 

3 社会科学 550 1,818 2,368 

4 自然科学 178 1 179 

5 技術・工学 254 21 275 

6 産業 173 25 198 

7 芸術 18 27 45 

8 言語 19 1 20 

9 文学 14 1 15 

計 1,500 1,898 3,398 

※件数はNDCを付与したもの（重出含む）

デジタルアーカイブ構築のこれまで
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デジタルアーカイブ構築のこれから

NDL所蔵資料のデジタル化の推進

　☆ 資料デジタル化基本計画（平成18年12月）
利便性の向上 、保存対策

貴重書、古典籍資料、明治期・大正期刊行図書、
帝国議会会議録等

博士論文などの検討

インターネット情報のアーカイブ
収集対象の拡大（公的機関、学術・研究機関等）

サイト単位+著作単位（白書、論文等）
外国電子ジャーナルの長期保存に関する検討
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NDLデジタルアーカイブシステム

目的

　・デジタルアーカイブの構築のためのシステム

　・デジタル情報の長期的保存・利用保障（OAIS準拠）

　・NDLの電子コンテンツ蓄積・提供システムの統合

収集・保存対象コンテンツ

　・インターネット情報

　・当館所蔵資料のデジタル化コンテンツ

　・当館所蔵パッケージ系電子出版物

平成17年度開発に着手、平成21年度運用開始予定
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デジタルアーカイブ構築の進捗状況

収集の方針
　・ 平成18年度 収集方針案の策定

　・ 平成19年度 収集方針の確定

メタデータスキーマ設計
　・ 平成18～19年度 長期保存のためのメタデータスキーマの設計

電子情報の長期保存
　・ デジタルアーカイブシステムに投入する電子情報の長期保存に必要

な調査研究の実施
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情報資源に関する情報の充実

ナレッジ提供サービス
レファレンスなどの業務を通じて発生する国立国会図書館の知識
情報を「ナレッジデータベース」に蓄積し、館内外に有効に提供する
サービス
平成17年度 構築着手
平成21年度 運用開始

電子展示会の実施

図書館資料の効果的な紹介で利用者の関心を高める。

一次情報、二次情報を編集し、 付加価値を加える。

江戸時代の博物誌、日本の暦、など等々10種

http://www.ndl.go.jp/exhibit/50/index.html
http://www.ndl.go.jp/portrait/index.html
http://www.ndl.go.jp/koyomi/e/index.html
http://www.ndl.go.jp/nature/index.html
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デジタル・アーカイブのポータル機能

NDLデジタルアーカイブを統合的に案内

他機関が蓄積・提供するデジタルコンテンツに案内

統合検索、横断検索

コンテンツへのワンストップサービス

H16～　プロトタイプシステムを構築・公開

■　平成19年度稼動に向けた本格システム開

発中
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国立国会図書館の「電子図書館サービス」の目標イメージ

デジタル化コンテンツデジタル化コンテンツ
((近代デジタルライブラリー近代デジタルライブラリー
貴重書データベース等）貴重書データベース等）

職場 自宅

インターネットインターネットインターネット

公的機関

NDLNDL--
OPACOPAC

ウェブサイトウェブサイト
単位の単位の
アーカイブアーカイブ

WARPWARP

著作単位の著作単位の

アーカイブアーカイブ

学校

日本のウェブサイト
電子雑誌、電子書籍等電子雑誌、電子書籍等

登録、保存登録、保存

発信発信

公的機関、公的機関、
民間の民間の

アーカイブアーカイブ

図書館の図書館の
アーカイブアーカイブ

•　統合検索　

•　コンテンツへジャンプ

•　情報入手先の案内

地域

文化

企業

学術
官公庁

サイトの収集 著作単位の収集

国立国会図書館国立国会図書館
デジタルアーカイブデジタルアーカイブ

デジタル化

組織化

ナレッジデーナレッジデー
タベースタベース

資料に関する知識

デジタルアーカイブ
のポータル
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実現への課題

制度
インターネット情報の収集・利用に関する法制化

標準化の適用・普及
メタデータスキーマ、ファイル形式、メタデータ提供機能

電子情報の長期保存調査
H18～22年度の5か年計画

連携・協力、実施体制の整備

予算の確保
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