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デジタル化資料活用ワークショップ
～図書館送信を使いこなす～

国立国会図書館
デジタルコレクションの概要

2018年3月7日10:20～10:40

国立国会図書館

関西館 電子図書館課 電子化資料提供係
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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．お問い合わせ先一覧
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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

４．お問い合わせ先一覧
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１．国立国会図書館デジタルコレクション

 国立国会図書館が収集・保存したデジタル資料を

検索・閲覧できるようにしたデータベース

http://dl.ndl.go.jp/
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１．国立国会図書館デジタルコレクション

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ことでコレ
クション検索が可能
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１．国立国会図書館デジタルコレクション

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

（検索はどこからでも可）
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１．国立国会図書館デジタルコレクション

主なコレクション：図書

 明治期以降、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
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１．国立国会図書館デジタルコレクション

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）

 インターネット公開は

『醫學中央雜誌』『海と空』など

約70タイトル

『海と空 １巻５号』

海洋気象学会, 1921（大正10）年
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１．国立国会図書館デジタルコレクション

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2,000点に付与

[小倉百人一首] 菱川師宣 画.

本問屋,  [1680]（延宝8）年

〔見立佐野の渡り〕

〔鈴木春信〕〔明和２〕年



10

１．国立国会図書館デジタルコレクション

主なコレクション：博士論文

 1991～2000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
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１．国立国会図書館デジタルコレクション

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

「長崎海軍伝習所 伝習人総名前席順」

1857（安政4）年現在

〔大日本帝国憲法（浄写三月案）〕

〔1888（明治21）年〕
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１．国立国会図書館デジタルコレクション

主なコレクション：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

「Targets in Tokyo and   

Shizuoka areas」
（米国戦略爆撃調査団文書）

1945（昭和20）年
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１．国立国会図書館デジタルコレクション

操作方法

簡易検索

 デジタル化資料の閲覧、書誌情報・目次情報の検索

詳細検索へ

コレクション選択のプルダウン

公開範囲のチェックボックス
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１．国立国会図書館デジタルコレクション

詳細検索

様々な条件で検索可能

コレクションごとにタブで検索可能
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１．国立国会図書館デジタルコレクション

詳細検索

古典籍資料に特有の
条件で検索可能

古典籍資料タブを選択
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１．国立国会図書館デジタルコレクション

目次検索

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
目次もヒット
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１．国立国会図書館デジタルコレクション

目次検索

目次に「京都府」がある資料もヒット
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１．国立国会図書館デジタルコレクション

テーマ検索（NDC分類による検索）

 デジコレトップページ右上の「ヘルプ」＞1-4. その他の
検索（コレクション検索・テーマ検索・1クリック検索）
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１．国立国会図書館デジタルコレクション

検索方法

 前方一致検索：入力語の前に「/」をつける

例）「/図書館」で検索→「図書館」「図書館の歴史」など

「図書館で始まる」ものがヒット

 完全一致検索：入力語の前後に「/」をつける

例）「/図書館/」で検索→「図書館」という資料だけがヒット

 フレーズ検索：「"」で挟んだ場合、スペースも込みで検索

例）「“library work”」で検索→「the library work」などが

ヒットし「work in library」などはヒットせず

後方一致検索、マイナス（NOT）検索の機能はなし

よくあるご質問 http://dl.ndl.go.jp/ja/FAQ.html
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１．国立国会図書館デジタルコレクション

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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１．国立国会図書館デジタルコレクション

検索結果

「→」マークからヒッ
トしたコマに飛べる

「目次・巻号」ボタンを押
すと左側の欄に目次情報が
現れる
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「→」マークを
押すとヒットし
たコマに飛ぶ

１．国立国会図書館デジタルコレクション

検索結果
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１．国立国会図書館デジタルコレクション

閲覧画面のショートカットキー

ボタン名 ショートカットキー
サムネイル一覧 T

先頭コマに移動 Home

前のコマに戻る ←

次のコマに進む →

最終コマに移動 End

印刷する
アクセスキー P

（Internet Explorer） Alt+P
（Firefox） Alt+Shift+P

フルスクリーン（画面の拡大） F

+ (拡大) +

- （縮小） -
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2. 図書館向けデジタル化資料送信サービス
（図書館送信）

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
難な約150万点の資料
→全国の公共図書館等で利用可

自館の
蔵書

国立国会図書館の蔵書
（デジタル化資料）

＋
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約200万点！

インターネット
公開

約53万点

図書館送信
約150万点

国立国会図書館
館内限定
約65万点



2. 図書館向けデジタル化資料送信サービス（図書館送信）

デジタル化資料提供数

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 56万点 6万点 97万点

雑誌 1万点 79万点 51万点 131万点

古典籍 7万点 2万点 - 9万点

博士論文 1万点 12万点 1万点 14万点

官報 2万点 - - 2万点

憲政資料 0.3万点 - - 0.3万点

録音・映像関係
資料

- 0.3万点 0.1万点 0.4万点

その他 6万点 1万点 8万点 15万点

合計 53万点 150万点 65万点269万点

＜国立国会図書館が提供するデジタル化資料（平成31年1月時点）＞
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2. 図書館向けデジタル化資料送信サービス（図書館送信）

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

 利用者が端末でデジタル化資料を検索・閲覧

 図書館施設内での利用に限定



2. 図書館向けデジタル化資料送信サービス（図書館送信）

複写
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 利用者の申請を受け、職員がログイン

 複写範囲が著作権法の範囲内であることを確認し、職員が印刷

 複写記録の作成（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



2. 図書館向けデジタル化資料送信サービス（図書館送信）

公開範囲ごとの参加館での利用の可否
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2. 図書館向けデジタル化資料送信サービス（図書館送信）

参加手続き
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「図書館向けデジタル化資料送信サービス」のページ
http://www.ndl.go.jp/jp/library/service_digi/
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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．お問い合わせ先一覧



３．デジコレを実際に使ってみよう

１クリック検索のページ

 http://dl.ndl.go.jp/ja/tool.html#one-click
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３．デジコレを実際に使ってみよう

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」



３．デジコレを実際に使ってみよう

１クリック検索へのページ遷移
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目次

http://dl.ndl.go.jp/ja/tool.html



３．デジコレを実際に使ってみよう

近代日本人の著作・音源
（出身都道府県ごと）

 http://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



３．デジコレを実際に使ってみよう

よりすぐり国立国会図書館

 http://dl.ndl.go.jp/ja/best.html
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サムネイルを見て
気になった資料をクリック



３．デジコレを実際に使ってみよう

地域の歴史に関する資料

 http://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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３．デジコレを実際に使ってみよう

地域の歴史に関する資料（検索結果）
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絞り込み検索

検索結果



３．デジコレを実際に使ってみよう

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

39http://crd.ndl.go.jp/
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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．お問い合わせ先一覧



４．お問い合わせ先一覧

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
ームで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
http://dl.ndl.go.jp/ja/contact.html



４．お問い合わせ先一覧

図書館送信に関するお問い合わせ
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詳細は「図書館協力ハンドブック」第7章をご覧ください
http://www.ndl.go.jp/jp/library/handbook/handbook/chapter_7.pdf

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



ご清聴ありがとうございました！
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