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国立国会図書館（National Diet Library: NDL）

国立国会

図書館

「納本制度」に基づき、国内で発行された出版物を網羅的に収集・保存
（2020年度末現在の蔵書数…合計約4,561万点）

 国会議員、行政・司法各部門および日本国民に対してサービスを提供

 3館で連携してサービスを提供
（東京本館／関西館／国際子ども図書館）

「国立の」
図書館

「国会の」
図書館



０．背景と目的
１．国立国会図書館デジタルコレクションの概要
２．操作方法
３.  発展的な利用方法
４．図書館向けサービス

４.１ 図書館向けデジタル化資料送信サービス
４.２ 歴史的音源(れきおん)配信

本日の内容



０．背景と目的



資料に関する大学とNDLの相互協力

「国立の」
図書館

文献提供で大学図書館をバックアップ

大学図書館 国立国会図書館

研究成果の寄贈・納本



NDLがデジタルアーカイブを行う目的

「国立の」
図書館

デジタル時代への対応
• デジタル技術によるアナログ情報の
「保存と利用の両立」

• デジタル情報の「利用保証」

一般

利活用促進、利用保証

大学



NDLによる所蔵資料デジタル化と提供

279万点

デジタル化資料

館内利用者

原資料の保存の
ためのデジタル化

インターネット利用者

公共・大学図書館等の利用者2009年著作権法
改正により、
法的には納本後
直ちにデジタル化
が可能に

絶版等、市場に流
通していないもの

151万点

NDL

（点数は2021年7月現在の概数）

著作権が切れている
／許諾がある、
文化庁長官裁定済

56万点



NDLによるオンライン資料の保存

WARP：ウェブサイトをそのまま保存

「電子書籍・電子雑誌」
：オンライン資料を保存

法制度 許諾契約

オンライン資料

法制度

公的機関ウェブサイト 民間ウェブサイト

オンライン資料
（無償かつDRMなし）

ウェブサイトウェブサイト

公的機関

民間



１．国立国会図書館デジタルコレクション
の概要



国立国会図書館デジタルコレクションとは

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

多数のコレクション

• NDLの所蔵資料をデジタル化
したもの

• 外部機関がデジタル化したもの
• インターネット上の刊行物



公開範囲

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

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

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）



公開範囲ごとの図書館での利用の可否

公開範囲 閲覧利用 複写利用

インターネット公開
（保護期間満了） 可

法的には可。複写サービスの実施
は各図書館の判断による。

インターネット公開
（許諾） 可 送信先機関の図書館資料ではない

ため、著作権法第31条第1項に基づ
く複写は不可。インターネット公開

（文化庁長官裁定） 可

国立国会図書館／図書館
送信参加館内公開

図書館送信
参加館では可

図書館送信参加館では、著作権法
第31条第3項に基づき、一部分の複
写が可。
※著作権の判断は各図書館で

国立国会図書館内限定 不可
不可。国立国会図書館の遠隔複写
サービスをご利用ください。



図書

• 明治期以降1968年までに受け入れた図書、震災・災
害関係資料の一部（1968年以降に受け入れたものを
含む）

• 約99万点のうち、著作権処理を行った約36万点は
インターネット公開

• インターネット公開分は、保護期間満了、著作権者
許諾、文化庁長官裁定の3種類

インターネット公開 図書館送信 NDL館内限定

単位：万点

コレクション紹介

36 55 8



雑誌

コレクション紹介

インターネット公開 図書館送信 NDL館内限定

• 明治期以降に刊行された雑誌
（刊行後5年以上が経過したもの）
• ただし、現在は明治期～2000年刊行分が中心

• 約134万点（約1.4万タイトル）
• インターネット公開は

『醫學中央雜誌』『海と空』など
約1万点（約90タイトル）のみ

「醫學中央雜誌」 単位：万点1
81 52



古典籍

コレクション紹介

• 江戸期以前の和漢書、錦絵、絵図等
• 明治期以降の資料も一部含む
• 資料の解題、翻刻を約2,000点に付与

• 約9万点のうち、約8万点をインターネット公開

8 2

インターネット公開 図書館送信

「銘尽」「御馬印」 「歌舞伎十八番 勧進帳」

単位：万点



博士論文

コレクション紹介

インターネット公開 図書館送信 NDL館内限定

• 1988年度～2000年度に国内の学位授与大学等から
印刷版で送付を受けた博士論文を国立国会図書館が
デジタル化したもの、約16万点
• このうち、著者（著作権者）の許諾が得られた約1.5万点は

主論文部分（副論文や参考論文を除いた部分）を
インターネット上で公開、全文複写提供
• InGaN高輝度青色LEDに関する研究 中村修二 (1994)

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3081389

• デジタル化は基準日（2001年3月31日）の前後で国立国会
図書館と大学図書館が分担

1 12 3

単位：万点



博士論文（続き）

コレクション紹介

インターネット公開 図書館送信 NDL館内限定

1 12 3

単位：万点

• 2013年度以降に国内の大学等から学位授与された博士
論文で、国立国会図書館が電子形態で収集したもの、
約8万点
• 2013年4月以降に博士の学位を授与された者は、博士論文を

インターネットで公表することが原則。
• 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）と連携して機関リポジトリ

から全文データを自動収集するものは、全点館内限定で提供
• 国立国会図書館が提供する送信システムを利用して学位授与大学等から

メタデータと全文データを送信するもの（インターネット上にないもの
も含む）のうち、学位授与大学等の許諾が得られたものはインターネッ
ト上で公開



他機関デジタル化資料の公開

• 国立国会図書館では所蔵しておらず他機関が所蔵している
資料のデジタル化資料を収集して提供

• 歴史的音源（約5万点、2011年5月～2013年9月公開）
• レコード会社等が保有する1900～1950年頃に国内で製造されたSPレコードを関連団体が

デジタル化したもの

• 著作権の保護期間が満了した約5,500点をインターネット公開

• 公立図書館等でも申請により全音源を利用可能

• 東京大学附属図書館デジタル化資料（11点、2017年1月公開）
• 著作権保護期間が満了していない資料であり、11点中10点を絶版等資料として全国の

図書館等に配信

• 国立国会図書館で原資料を所蔵していない資料も図書館送信可能

• 愛・地球博（動画312点、図書14点、2017年3月公開）
• 地球産業文化研究所（GISPRI）がデジタル化した2005年日本国際博覧会に関する資料

• 図書は許諾を得てインターネット公開

• 内務省検閲発禁図書（約1,300点、2017年3月公開）
• 戦前の内務省が検閲で発売禁止処分にして保管していた資料を終戦後連合国軍が接収し、

その後日本に返還されずに米国議会図書館が所蔵していた資料をデジタル化して収集



デジタル化資料提供状況

資料種別
インター

ネット公開
図書館送信

NDL
館内限定

合計

図書
1968年までに受け入
れた図書など 36万点 55万点 8万点 99万点

雑誌
刊行後5年以上経過し
た雑誌 1万点 81万点 52万点 134万点

古典籍
貴重書・準貴重書、
江戸期以前の和漢書等 8万点 2万点 － 9万点

博士論文
1988～2000年度に送
付を受けた論文 1万点 12万点 3万点 16万点

その他
官報、憲政資料、日本
占領関係資料、歴史的
音源等

10万点 2万点 10万点 21万点

合計 56万点 151万点 72万点 279万点

※2021年7月現在
※それぞれの数値は概数のため、合計が合わない箇所がある

「資料デジタル化基本計画2021-2025」に則り、デジタル化作業を実施中
https://www.ndl.go.jp/jp/preservation/digitization/digitization_plan2021.pdf



電子書籍・電子雑誌

コレクション紹介

• インターネット上の電子資料（白書、年報、広報誌等）
 WARP（インターネット資料収集保存事業）で収集

したものから切り出したもの
 オンライン資料収集制度により収集したもの
 NIIの電子図書館事業（NII-ELS）で提供されていた

論文の一部を移行して収集したもの
（CiNii Articlesの検索結果からリンク）

 当館刊行物（一部、図書／雑誌扱いもあり）
• 約134万点のうち、許諾を得た約114万点を、

インターネット公開 単位：万点

114 20

インターネット公開 NDL館内限定



CiNii Articlesに収録されていた論文

• 国立情報学研究所の電子図書館事業（NII-ELS）終了に
伴い、CiNii Articles（*）に収録されていた論文のうち
学協会等から公開されない論文等を公開
* 国立情報学研究所が提供する文献検索サービス。国立国会図書館

雑誌記事索引、大学紀要(JAIRO)、引用文献索引対象記事などを
収録し、あらゆる学術分野から検索が可能。

電子書籍・電子雑誌

2017年6月中旬の電子書籍・電子雑誌：約43万件

2021年7月末の電子書籍・電子雑誌：約134万件

CiNii Articlesに収録されていた論文
・2017年から順次デジコレで公開
・現在では約60万件



２．操作方法



トップページから3種類の検索が可能

検索

簡易検索

詳細検索画面へ

コレクション検索



検索
簡易検索ボックス

詳細検索画面公開範囲のチェックボックス

全文検索のチェックボックス



検索
簡易検索ボックス

｢検索｣ボタン右横のチェックボックスで、全文検索が可能
（2021年1月～）

全文検索のチェックボックス

全文検索の対象

• 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

※OCRによる全文テキストは校正を行っていないため
誤認識されたテキストが検索・表示される場合あり



検索
検索結果一覧

本文のスニペット表示有無は、資料の
公開範囲に準じる

・目次は、資料の公開範囲を問わず、インターネットでの
検索の場合もスニペット表示される

・本文は、図書館送信対象資料やNDL館内限定公開のものは
館内で検索した場合のみスニペット表示される
（インターネット公開資料は、館外でもスニペット表示される）



検索

• インターネットで本文が見られなくても、目次は検索可能
• 論文・記事の検索に活用できる

全てにチェック

目次にヒット
本文は見られないが、
論文・記事が掲載されて
いる雑誌名やページ数等
が分かるため、NDLへ
遠隔複写申込みが可能。



検索

デジタルコレクション
トップページ右下から

1クリック検索（検索語を入れずに1クリックでよく
使われる資料を検索できる便利ツール）も

• 明治から昭和前期に刊行された写真集
• 地域の歴史に関する資料(都道府県ごと)
• 近代日本人の著作･音源(出身都道府県ごと)

etc.



拡大、縮小、コマ移動、目次からのジャンプ、
画面表示などが可能

公開範囲

アイコン・ショートカット
キーの説明はここから確認

閲覧



ボタン 機能 ショートカットキー

サムネイル一覧を表示する T

先頭コマに移動 Home

最終コマに移動 End

画像全体を画面内に収める G

画像の横幅を画面内に収める H

印刷する
アクセスキー P
（Internet Explorerの場合）Alt+P
（Firefoxの場合）Alt+Shift＋P

フルスクリーン（ビューア部の拡大）表示 F

画像を拡大 +

画像を縮小 －

主なショートカットキー



• 目的に応じていくつかの方法を使い分ける

•「印刷する」ボタン
• コマ番号を指定し、必要に応じてトリミングや画像調整を

したうえでPDFファイルを作成し、印刷

• JPEG画像
• 表示しているコマを、指定した倍率でJPEG画像として出力

•全コマダウンロード
• 著作権保護期間満了でインターネット公開している

資料に対してインターネット経由でアクセスした場合に
全コマダウンロード用のボタンを表示

ダウンロードの方法



URLの活用

• リンクを貼りたいページを表示した状態で「URL」ボタンを押すと、

表示しているコマのURLが表示される。

• URLは、各資料を識別するための固有の番号である「永続的識別子」と

「コマ番号」で構成されている。



３．発展的な利用方法



NDLサーチ NDLオンライン

NDLサーチ／NDLオンラインから

NDLサーチ・NDL
オンラインで目次
情報も検索可能



データベース間の関係



論文・記事検索

• NDLサーチ・NDLオンラインでは、雑誌記事索引と
デジタルコレクションをまとめて検索できる

論文① 雑誌記事索引

① グラントハイツ跡地開発計画—都市環境整備モデ
ル計画を目指して(町づくり実例報告) / 青柳幸人
都市問題研究 32(4), pp.121～142

② グラントハイツ跡地開発計画と跡地周辺地区整備
計画との調整 / 青柳幸人
宅地開発 (68), pp.20～28

論文② デジタルコレクション

論文① デジタルコレクション



• オープンデータセットとして公開している国立国会図書館
デジタルコレクション書誌情報に対して主題に係る情報
（NDC, NDLC, 件名等）を含めて提供
（図書・雑誌・古典籍・博士論文については2021年7月2日時点、

歴史的音源については2021年1月27日時点のもの）

• 図書： NDC分類, NDLC分類, 件名
雑誌： NDLC分類
古典籍： 件名, 古典籍資料種別

https://www.ndl.go.jp/jp/dlib/standards/opendataset/index.html

メタデータの活用

https://www.ndl.go.jp/jp/dlib/standards/opendataset/index.html


• 自館OPAC等にメタデータを導入したりDB間で連携したり
してデジコレを丸ごと取り込んで活用が可能

• 図書館送信に参加している大学図書館で、OPACにデジコレの
メタデータを取り込みデジコレへのリンクを開始したところ、
図書館送信の閲覧件数が増えた例も

• NDLサーチのAPIでメタデータを取得し、機械的に連携さ
せることも可能
• 詳しくはNDLサーチのAPIのページへ

⇒外部提供インタフェース（API）について
https://iss.ndl.go.jp/information/api/

メタデータの活用



画像単位の活用

• IIIF（International Image Interoperability 
Framework）

• デジタル画像へのアクセスを標準化し、相互運用性を実現するための
国際的な枠組み

• 図書及び古典籍資料のコレクションに収録されている当館所蔵資料を
デジタル化した資料（約34万点、著作権保護期間満了の資料のみ）に
ついて対応（2018年5月）

• デジタル人文学（Digital Humanities）での活用などが期待される

• IIIFに関するヘルプのページ：https://dl.ndl.go.jp/ja/help_iiif.html



４．図書館向けサービス



４.１ 図書館向けデジタル化資料送信
サービス



自館の蔵書 国立国会図書館の蔵書
（デジタル化資料）

＋

国立国会図書館所蔵の200万冊以上の資料を
各館の仮想的な「蔵書」として利用可能

国立国会図書館デジタルコレクションに収録された
デジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手が困難
な資料を全国の公共図書館・大学図書館等の施設※
にデジタル画像を送信することで、各施設内で利用
できるサービス（著作権の権利制限）

56万点

151万点

72万点
NDL館内限定 インターネット公開

図書館送信

※著作権法第31条第1項の適用を受ける日本国内の図書館等で、司書又はそれに相当する職員が配置されて
いる施設。NDLの承認を受けた施設に限る。

図書館向けデジタル化資料送信サービス（図書館送信）

• 閉架資料や劣化した資料の代替として
デジタルコレクションを提供

• デジタルコレクションの収録状況を
選書の参考に

• レファレンスへの活用



• NDL館内でしか利用できなかった約150万点の
デジタル化資料が全国の図書館等で利用可能に

• 図書館間貸出しサービスの対象である図書のほか、
雑誌などの資料もデジタル化資料として送信

• 参加館になれば、図書館等からNDLに対して
個別の依頼手続きが不要

• 資料の配送に掛かる時間や貸出期間などの制約がなく、
利用者の求めに応じてすぐに、いつでも提供できる

• デジタル化資料を利用して、閲覧と複写のサービスを
提供できる（一部の参加館は閲覧サービスのみ）

サービスの特長



参加館内での画面

専用画面からログイン

• 「図書館送信資料利用可」や「送信資料」の表示

• 「印刷」ボタンの代わりに「印刷するには？」ボタン などの違いあり



• 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

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

閲覧



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

• 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、
職員が検索、印刷

• 複写記録を作成（日付、資料名、コマ番号）

複写



公開範囲ごとの図書館での利用の可否

公開範囲 閲覧利用 複写利用

インターネット公開
（保護期間満了） 可

法的には可。複写サービスの実施
は各図書館の判断による。

インターネット公開
（許諾） 可 送信先機関の図書館資料ではない

ため、著作権法第31条第1項に基づ
く複写は不可。インターネット公開

（文化庁長官裁定） 可

国立国会図書館／図書館
送信参加館内公開

図書館送信
参加館では可

図書館送信参加館では、著作権法
第31条第3項に基づき、一部分の複
写が可。
※著作権の判断は各図書館で

国立国会図書館内限定 不可
不可。国立国会図書館の遠隔複写
サービスをご利用ください。



条例、学則等
（図書館の設置根拠）

Firefox 38
Google Chrome 29
Microsoft Edge 44
Internet Explorer 11

PDF作成

Adobe Reader 11

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
プリンタ

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

Firefox 38
Google Chrome 29
Internet Explorer 11

ブラウザ

図書館向けデジタル化資料送信サービスのページ

https://www.ndl.go.jp/jp/library/service_digi/

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

参加手続き

http://www.ndl.go.jp/jp/library/service_digi/


送信対象資料

資料種別 対象

図書 デジタル化済み（現在は明治期～1968年受入が中心）の
うち、入手困難なもの
※漫画及び絵本は対象外（取扱いを留保）

雑誌 デジタル化済み（現在は明治期～2000年刊行が中心）の
うち、著作権等管理事業者による管理著作物でないもの
※商業出版された資料は対象外（取扱いを留保）

古典籍 デジタル化済みのうち、入手困難なもの

博士論文 NDLがデジタル化した博士論文（1988～2000年度に
送付を受けたもの）のうち、商業出版されていないもの

脚本 デジタル化済みのうち、入手困難なもの



• 入手可能性調査 (毎年1月～6月)
• 民間の在庫DBと機械的に突合し、市場で流通しているものを

送信候補から除外

⇒送信候補資料リストをNDLホームページで公開（7月）

• 事前除外手続 （毎年7月～11月）
• 出版者、著作(権)者等からの申出に基づき送信候補から除外

⇒送信資料を決定、送信開始（翌年1月）

• 事後除外手続 （翌年1月～ ）
• 送信開始後も送信対象からの除外申出を随時受付

送信資料の決定と三段階の除外手続

送信資料は流動的なもの
今はNDL限定の資料でも、今後送信対象になることがある



アクセス統計機能

• アクセス件数＝その参加館でどれだけ利用したか？

• 利用（閲覧、複写）された資料・利用回数のリストを
月ごとに、タブ区切りテキストファイル（.tsv）で
出力できる

• 資料に関する情報（URL、タイトル、著者、出版者、
出版年、NDC等）とコレクション情報



• 大学図書館や公共図書館は所蔵資料のデジタル化に関して
著作権処理を経ずに次のことができる
• 資料保存の目的で郷土資料など「絶版等の理由による入手困難な

もので貴重な資料」をデジタル化すること
（著作権法第31条第1項第2号「図書館資料の保存のため必要がある場合 」の解釈の明確化）

• 「国立国会図書館以外の図書館等がデジタル化した絶版等資料」
を国立国会図書館の行う図書館送信サービスにより、他の図書館
等に送信すること

（著作権法第31条第1項第3号により複製物の提供を受け、同条第2項によりサーバーに複製し、同条3項に
より他の図書館等への送信ができる）

参照：第41回文化審議会著作権分科会（平成27年3月）資料3：平成26年度法制・基本問題小委員会の審議の経過等について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/bunkakai/41/index.html

• この枠組みの運用が開始されている
• 当館が未所蔵の場合に他館が作成した絶版等資料のデジタル化

データを受け入れて他の図書館等に送信する
• 「東京大学附属図書館デジタル化資料」の図書館送信（2017年1月～）

図書館等 各地の図書館等

他機関デジタル化資料のNDLからの送信



４.２ 歴史的音源(れきおん)配信



• 歌謡曲、邦楽、落語、浪花節、
クラシック、歌劇、演説など、
多様なジャンルを収録。

• 約5万件の音源を収録。
そのうち、約5,500件は
インターネット公開。

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

歴史的音源(れきおん)配信

• 1900年代初めから1950年頃に国内で製造された
SP盤レコードの音源を配信するサービス

• デジコレ内の資料のうち、歴史的音源のみを検索・再生
するためのページ

http://rekion.dl.ndl.go.jp/


Firefox
Google Chrome
Microsoft Edge
Safari など

参加申請書

機器等のチェックリスト

端末

固定IPアドレスで
インターネットに接続

ブラウザ

歴史的音源の公立図書館への配信提供に関するページ

https://dl.ndl.go.jp/ja/rekion4Lib.html#i5

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

現在の参加館数 2021年9月8日現在

323館（海外8館を含む）

参加手続き

http://dl.ndl.go.jp/ja/rekion4Lib.html#i6


れきおんを使ったイベントも

①歴史的音源をイベントで流すことは可能です
参加館内であれば、インターネット公開に加え、
館内限定の音源も流せます。

②事前の許諾等は不要

③広報のお手伝いをします
毎月参加館へ配信している「参加館へのお知らせ」で
イベント等の内容をご紹介いたします。
歴史的音源視聴を主とするイベントであれば、
れきおんHP上で広報することもできます。
ご希望の場合は、ご一報ください。



④ログイン状態の解除？
歴史的音源にログインしてから30分操作をしないと、
ログイン状態が解除され、再度ログインが必要となります。
ログイン後に時間があく場合にはご注意ください。

⑤システム障害！？
当日、システム障害等で歴史的音源が再生できなくなってしまう
可能性があります。 不測の事態に備えて、代わりに流せる
録音資料（CD等）をご用意されるとよいかもしれません。

⑥プレイリストがつくれます！
また、歴史的音源を連続して再生するプレイリストを、
ご希望の参加館に配布しています。

プレイリストのサンプルをご希望の場合は
歴史的音源担当（rekion4Lib@ndl.go.jp）までご連絡ください

イベント開催時の注意点など



• デジタルコレクションでは、図書・雑誌を
はじめとした多数のコレクションが利用可能。

• NDLサーチ・NDLオンラインとの連携や全文検索、
1クリック検索により効率的な資料探索をサポート。

• インターネット公開資料は56万点。
(当館デジタル化資料全体の約20%)

• デジタル化資料送信サービスに参加すると、200万点(約75％)
以上が利用可能に！

（活用例）劣化資料等の代替、レファレンス

• インターネット公開されていないデジタル化資料でも、
目次のテキスト検索が可能。論文・記事の検索に有用。

まとめ

図書館送信

56万点

151万点

72万点
NDL館内限定 インターネット公開

図書館送信



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

• 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
https://dl.ndl.go.jp/ja/contact.html

お問い合わせ



図書館送信に関するお問い合わせ

 国立国会図書館ホームページ

https://www.ndl.go.jp/jp/library/service_digi/

上記URL または「デジタル化資料送信サービス」で検索

 よくある質問（FAQ）も掲載

 「図書館協力ハンドブック」第7章

https://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

（国立国会図書館 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

お問い合わせ



（参考）国立国会図書館デジタル
コレクションの活用



（参考1）資料紹介



文学作品

河童 / 芥川龍之介 [著]
芥川龍之介, 1927
自筆原稿
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541083/2

河童 / 芥川龍之介 著
細川書店, 1946
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1133078/4



写真集

東京景色写真版
江木商店, [明26?]
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/764109/39

東京風景
小川一真出版部, 明44.4
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/764167/22



児童書

フランダースの少年/ウィーダ 原作;岩岡とも枝 絵
金の星社, 昭和2
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1168876/1

愛ちゃんの夢物語 / Lewis Carrol著 ; 丸山英観 訳
内外出版協会, 明43.2
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/896597/3



地図・絵図

[江戸切絵図].景山致恭 [ほか編]
尾張屋清七, 嘉永2－文久2 のうち
増補改正麹町永田町外櫻田繪圖（嘉永3 [1850]）
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8369300/2



地図・絵図

[江戸近郊図]
本屋友次郎, 弘化2 [1845]
69×93cm
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2543081/2



農商務統計表. 第28-40次(明治44-大正
12年) / 農商務大臣官房統計課著
東京統計協会, 大正2-14 のうち
第28次(明治44年)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/973123/12

明治44年の東京における
大豆の作付面積 2,667.9町
大豆の収穫高 16,923石

日本帝国統計年鑑. 第31-45回 / 内閣統
計局編
東京統計協会, 大正2-15 のうち
第44回(大正14年刊)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/974420/3

※デジタルコレクションでは、第31回
(大正元年12月)～第59回(昭和16年
2月刊)がインターネット公開

※『日本帝国統計年鑑』は東洋書林が
1996～2002年に複製版を刊行

統計



統計 活動写真フィルム検閲年報. 大正15･昭和元－昭和13年
内務省警保局, 1927－1940 のうち
[大正15年・昭和元年]（昭和2年6月）
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1908445/3
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経年で調べると、活動写真
館数の推移が分かる



モージャー氏撮影写真資料

• 昭和21年4月から昭和22年1月にGHQの文民スタッフとして
来日したロバート・モージャーが撮影したカラー写真
（304枚、2017年9月公開）
• 東京、名古屋、京都、広島などの街頭風景や建築物、人々を撮影

• Twitter等で話題になり、1日で3万回以上のアクセスを稼いだことも
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10756455

左から順に、原爆ドーム（広島県産業奨励館）と焼け跡風景【広島県】、
着物姿の女性【愛知県】、パレス・ハイツ（米軍兵士宿舎）【東京都】、
建物（場所不詳）→ 奈良ホテル？



（参考2）活用事例



電子展示会

• 著作権保護期間満了のものは、転載依頼が不要。

https://www.ndl.go.jp/kaleido/



レファレンスの実例

君が代の外国語訳が見たい。
→ デジタル化資料送信サービスを活用し、資料を紹介。

国歌君が代の研究 / 小田切信夫著. -- 平凡社, 1965

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000151176

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



レファレンスの実例

『日本農業雑誌』に「ピーターラビットのおはなし」が
載っていたという新聞記事を見た。その記事の掲載紙の情
報と『日本農業雑誌』の閲覧可否を知りたい。

→ 自館に所蔵がない場合、デジコレ（デジタル化資料送信
サービス）での利用を紹介。
『日本農業雑誌』 2(3)・2(4) / 日本農業社, 1906

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000287176



レファレンスの実例

吉田松陰の妹・文に関する資料がほしい。

→ 自館の資料と合わせて、デジタルコレクションで利用
できる資料を紹介。

吉田松陰の母 / 吉川綾子著. -- 泰山房, 1941 など

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000150380


