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第 13回レファレンス協同データベース事業フォーラム 
プログラム 

 
日 時：平成 29年 2月 17日（金） 13：00～17：45 
会 場：国立国会図書館 関西館（京都府相楽郡精華町） 大会議室 
テーマ：「レファ協にデジタル情報資源を活用しよう ～ローカルからグローバルまで」 

 
時間 内容 登壇者 

13：00～13：05 開会挨拶 関西館長           片山信子 

13：05～13：15 趣旨説明 
関西館図書館協力課課長補佐 
                 小林廉直 

13：15～14：00 国立国会図書館報告 
関西館電子図書館課課長補佐  

辰巳公一 

14：00～14：10 休憩  

14：10～14：30 
事例報告 1： 

神戸大学附属図書館 
神戸大学附属図書館   菊池一長 

14：30～14：50 
事例報告 2： 

豊中市立図書館 
豊中市立高川図書館長  西口光夫 

14：50～15：10 
事例報告 3： 

北海道立図書館 
北海道立図書館     海藤久仁子 

15：10～15：20 休憩  

15：20～15：50 
事例報告 4： 

アジア経済研究所図書館 
アジア経済研究所図書館  

坂井華奈子 

15：50～16：05 休憩  

16：05～16：20 平成 28年度事業報告 
図書館協力課協力ネットワーク係 

藤田千紘 

16：20～17：40  パネルディスカッション 
＜パネリスト＞事例報告者 4名 
＜コーディネーター＞ 
羽衣国際大学准教授   谷本達哉 

17：40～17：45 閉会挨拶 関西館図書館協力課長  大島康作 

（司会）関西館図書館協力課課長補佐 小林廉直 
 
18：00～19：00 懇親会（当日参加可。会費 1,000円） 
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第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム

国立国会図書館報告

「調べもので活用！国立国会図書館デジタル
コレクション／図書館向けデジタル化資料
送信サービス」

国立国会図書館
関西館電子図書館課

辰巳 公一
1

はじめに

国立国会図書館では、所蔵している膨大な資料をデジタル化し、
国立国会図書館デジタルコレクションで公開することで、皆さまに
広く利用していただけるよう取り組んでいます。

この国立国会図書館デジタルコレクションの中に収録されている
資料には、調べもの（レファレンス）に有用な資料が多数含まれて
います。

本日は、国立国会図書館デジタルコレクション及び平成26年1月
から行っている図書館向けデジタル化資料送信サービスについて
その概要をご説明した後、どのような調べものに有用な資料が
収録されているのかを、事例を通してご紹介していきたいと思い
ます。

2
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本日のアウトライン

(1) 国立国会図書館デジタルコレクションとは

(2) 図書館向けデジタル化資料送信サービスとは

(3) 平成28年度に利用可能となった資料

(4) 調べものに使えるデジタルコレクション収録資料の例

(5) 国立国会図書館デジタルコレクション活用事例［1］

(6) 国立国会図書館デジタルコレクション活用事例［2］

(7) 調べものでのデジタルコレクションの使い方

(8) 今後のサービスについて

3

国立国会図書館デジタルコレクションと
図書館向けデジタル化資料送信サービス
の概要

4

6



(1) 国立国会図書館デジタルコレクションとは

国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を
検索・閲覧できるサービス
・ 全文閲覧可能な資料はアクセスする場所により異なる
・ アクセスする場所に関係なく、書誌情報や目次情報は

すべて検索可能

国立国会図書館が収集した冊子体資料等をデジタル化
したもの、他機関が所蔵資料をデジタル化した資料を
収集したもの、電子媒体で流通している資料を収集した
もの等を採録

※パンフレット
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/dlib/project/pdf/digitized_contents.pdf 

5

(1) 国立国会図書館デジタルコレクションとは

（ http://dl.ndl.go.jp/ ）6
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(1) 国立国会図書館デジタルコレクションとは

提供中の
コレクション

(平成29年2月
現在）

※資料の画像の
ほか音声や映像
も収録されて
います。

7

(1) 国立国会図書館デジタルコレクションとは

３種類の公開範囲

① インターネット公開
インターネットでどこからでも全文にアクセスできるもの
「保護期間満了」、「許諾」、「裁定」の３種類

② 図書館送信資料
全国の公共図書館・大学図書館等の館内に設置された専用
端末から全文にアクセスできるもの

③ 国立国会図書館内限定
国立国会図書館の館内からのみ全文にアクセスできるもの

8
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(1) 国立国会図書館デジタルコレクションとは

各コレクション
の提供点数

（平成29年2月
現在）

※このほか、国立国会
図書館が電子形態
で収集した電子書籍
・電子雑誌等の資料
が約43万点あります。

9

(2) 図書館向けデジタル化資料送信サービスとは

国立国会図書館デジタルコレクションに収録されている
全文をインターネット公開していない資料のうち、絶版等
の理由で入手が困難な資料を全国各地の公共図書館、
大学図書館等の本サービス参加館の館内で利用できる
サービス (※著作権法第31条第3項に基づくサービス）

送信先の図書館等でプリントアウトも可能
（※複写サービスに対応している参加館のみ）

参加館の館種別内訳（※ H29.2.6現在の参加館数）

※紹介ページ： http://www.ndl.go.jp/jp/library/service_digi/index.html10

都道府県立
図書館

政令指定都
市立図書館

市区町村立
図書館

大学図書館 その他 合計

56 83 282 332 22 775
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(2) 図書館向けデジタル化資料送信サービスとは

提供点数の推移

790,703 

1,431,866 

672,650 

0
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インターネット公開 図書館送信 NDL館内限定

平成26年1月
図書館送信
サービス開始大規模デジタル化による

提供コンテンツの急増
（平成21年度補正予算

約127億円
平成22年度補正予算

約10億円）

※各年度末の数値11

(2) 図書館向けデジタル化資料送信サービスとは

提供している資料
の概要
（平成29年2月現在）

12
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(3) 平成28年度に利用可能となった資料

災害・防災関係資料約8.3万点
国立国会図書館内公開（H28.6）＋絶版等資料の図書館向け
デジタル化資料送信サービスの開始（H29.1）

官公庁出版物資料約2,300点
許諾が得られたものをインターネット公開（H28.9）

東京大学附属図書館が所蔵資料をデジタル化した資料
11点（国立国会図書館未所蔵資料）
国立国会図書館内公開と図書館向けデジタル化資料送信
サービスの開始（H29.1）

15

国立国会図書館デジタルコレクションの
調べものでの活用

14
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(4) 調べものに使えるデジタルコレクション収録資料の例

国立国会図書館デジタルコレクションに収録されている
資料の中にどのような調べものに使える資料があるのか
を紹介します。

（例１） 地元の歴史を調べたい

（例２） 過去の統計を調べたい

（例３） 日本の状況の推移を調べたい

（例４） 日本の災害について調べたい

15

(4) 調べものに使えるデジタルコレクション収録資料の例

（例１） 地元の歴史を調べたい

→ 地方史・地方誌を多数収録

国立国会図書館デジタルコレクションの詳細検索で
分類検索（NDC分類・NDLC分類）することでみつけられます。

16
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(4) 調べものに使えるデジタルコレクション収録資料の例

（例１） 地元の歴史を調べたい

→ 地方史・地方誌を多数収録

国立国会図書館デジタルコレクションの詳細検索で
分類検索（NDC分類・NDLC分類）することでみつけられま

す。

分類に詳しくなくても…

→ 「地域の歴史に関する資料（都道府県ごと）」

（ http://dl.ndl.go.jp/ja/local_history.html ）

17

(4) 調べものに使えるデジタルコレクション収録資料の例

（例１） 地元の歴史を調べたい

京都府木津川市の場合、次のような資料
を見ることができます。

・ 『京都府相楽郡加茂町史』
（加茂町 昭和3年） [インターネット公開]

・ 『木津町史. 本文編』

（木津町 1991.3） [図書館送信資料]

18
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(4) 調べものに使えるデジタルコレクション収録資料の例

（例１） 地元の歴史を調べたい

当時の写真を多数収録した資料もあります。

・ 『京都名勝誌』
（京都市 1928年）
[インターネット公開]

19

(4) 調べものに使えるデジタルコレクション収録資料の例

（例２） 過去の統計を調べたい

→ 統計書の類を多数収録しています。

・ 『日本統計年鑑』（総理府統計局/総務庁統計局）
（第1回（1949年）～第35回（1985年））
[図書館送信資料（一部）]

・ 『経済統計年鑑』（東洋経済新報社）
（昭和32年版（1957年）～1970年版（1970年））
[図書館送信資料]

・ 『世界統計年鑑』（東京教育研究所）
（1952（1953年）～1967（1968年））
[図書館送信資料]20
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(4) 調べものに使えるデジタルコレクション収録資料の例

（例２） 過去の統計を調べたい

→ リサーチ・ナビ（※1）の「統計資料レファレンス・ガイド」（※2）
等から探している統計が掲載されている可能性があります。
資料にあたりをつけ、国立国会図書館デジタルコレクション
で原資料を見ていくのも一つの方法です。
※1 http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/

※2 http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/cat2858/cat167/index.php

→ デジタルコレクションの詳細検索画面からNDLC分類（DT…)
やNDC分類（35…）で検索して、リストアップされた資料を
みていくのも一つの方法です。

21

(4) 調べものに使えるデジタルコレクション収録資料の例

（例３） 日本の状況の推移を調べたい

→ 公的機関が発行する白書類を多数収録しています。

公的機関がホームページで公開している最近の白書類は、
電子形態で収集し、電子書籍・電子雑誌として収録して
います。

国立国会図書館で所蔵する冊子体資料をデジタル化して
収録した資料も、公的機関から許諾が得られたものは
インターネット公開しています。

22
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(4) 調べものに使えるデジタルコレクション収録資料の例

（例３） 日本の状況の推移を調べたい

・ 『国民生活白書』（経済企画庁/内閣府）
（昭和31年版（1956年）～平成20年版（2008年））
[インターネット公開]

・ 『厚生白書』（大蔵省印刷局/厚生省/厚生労働省）
（昭和31年度版（1956年）～平成12年版(2000年)）

『厚生労働白書』（厚生労働省）（平成13年版（2001年）～）
[年代により公開範囲は様々]

・ 『海上保安の現況』（海上保安庁）
（昭和33年（1958年）～2000年9月（2000年））
[インターネット公開]

23

(4) 調べものに使えるデジタルコレクション収録資料の例

（例４） 日本の災害について調べたい

→ 平成28年度に災害・防災関係の資料を多数公開しました。
比較的新しい年代の資料も収録しています。

・ 『災害統計』（建設省河川局）
（昭和29年版（1955年）～昭和59年版（1985年））
[図書館送信資料]

『災害統計』（国土交通省河川局）
（昭和60年版（1985年）～2007年版（2007年））
[インターネット公開]

24
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(4) 調べものに使えるデジタルコレクション収録資料の例

（例４） 日本の災害について調べたい

・ 『防災研究協会研究報告』（防災研究協会）
（第4号（1981年）～第24号（2001年）） [図書館送信資料]

・ 『火山報告』（気象庁）（1(1)（1962年）～37(1/12)（2000年））
[図書館送信資料]

・ 『阪神・淡路大震災による京都経済への影響について』
（京都市産業観光局商工部 1995年） [図書館送信資料]

・ 『東日本震災の津波/液状化被害に学ぶ』（大阪環境防災
ネットワーク 2014年） [図書館送信資料]

25

(5) 国立国会図書館デジタルコレクション活用事例［1］

国立国会図書館が各地の図書館から受けたレファレンス
で国立国会図書館デジタルコレクションを活用した事例を
通して、どういう調べものに使えるのかを紹介します。
（※詳細はレファレンス協同データベースで見られます。）

（例１） 明治時代の台湾の医者「西鎮」について知りたい

（例２） 国立代々木競技場第一体育館の平面図が見たい

（例３） 1880年頃のアメリカ合衆国の鉄道路線を調べたい

26
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(5) 国立国会図書館デジタルコレクション活用事例［1］

（例１） 明治時代の台湾の医者「西鎮」について知りたい

・ 国立国会図書館典拠データ検索・提供サービスWeb NDL
Authorities（※1）によると「西鎮」の読みは「にし, まもる」
※1 http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh

・ 『帝国医鑑. 第1編』（旭興信所）（明治43年）
[インターネット公開]
専門「内科小兒科」のほか、生年月日や
生誕地、略歴、台湾の公医を拝命した
時期などを記載

→ 人名録・名簿などが収録されており、
昔の人物情報を調べる時に使えます。

27

(5) 国立国会図書館デジタルコレクション活用事例［1］

（例２） 国立代々木競技場第一体育館の平面図が見たい

→ 「国立競技場」、「代々木 競技場」等のキーワードで検索

・ 『技術と人間：丹下健三+都市・建築設計研究所 1955-1064』
（美術出版社）（1968年） [図書館送信資料]

「代々木国立屋内総合競技場 1961-1964」（p.206-272）
競技場の配置図、各階の平面図を掲載

・ 『オリンピック東京大会施設作品集』（第1回日本建築実行
委員会）（1964年） [図書館送信資料]

「国立屋内総合競技場主体育館付属体育館」（p.40-61）
配置図を掲載

→ 建築物の図面・写真等を見たい時に使えます。28
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(5) 国立国会図書館デジタルコレクション活用事例［1］

（例３） 1880年頃のアメリカ合衆国の鉄道路線を調べたい

→ サンフランシスコからニューヨークまで大陸横断鉄道で移動
したことはわかっており、実際の路線・駅名等を調べたい

→ 1880年（明治13年）頃の情報は見つかりませんでしたが…

・ 『米国旅行案内』（海外旅行案内社）
（昭和2年） [インターネット公開]

アメリカの路線図、ルート・距離・
時間・時間表・運賃などを記載

・ 『米国旅行案内』（新光社）（大正8年）
[インターネット公開]

→ 昔の地図・路線図を調べる時にも使えます。29

(6) 国立国会図書館デジタルコレクション活用事例［2］

レファレンス協同データベースに収録されている各地の
図書館で国立国会図書館デジタルコレクションを活用した
事例を紹介します。

（例４） 消防ポンプ車が日本で初めて導入されたのはいつか
知りたい

（例５） 戦前の日本における日本住血吸虫病（ジストマ）の
治療について、駆虫薬「スチブナール」による治療
状況・内容の記載された資料を探している

（例６） 高橋郁が作詞した唱歌（「泊り舟」以外）が掲載されて
いる昭和10年代の教科書を探している

30
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(6) 国立国会図書館デジタルコレクション活用事例［2］

（例４） 消防ポンプ車が日本で初めて導入されたのはいつか
知りたい

→ 所蔵資料に参考文献として『消防100年史』の記載あり

→ 『消防100年史』（創思社 1968年） [図書館送信資料] の
p.165-166 「自動車ポンプ時代に入る」 の自動車ポンプ
についての記述を紹介
大正3年： 横浜、名古屋に英国およびドイツから自動車

ポンプを一台ずつ輸入
明治44年：大阪市がロンドンのメリーウイザー会社製作の

自動車式蒸気ポンプおよび自動車式救助梯子
を購入

31

(6) 国立国会図書館デジタルコレクション活用事例［2］

（例５） 戦前の日本における日本住血吸虫病（ジストマ）の
治療について、駆虫薬「スチブナール」による治療
状況・内容の記載された資料を探している

→ リサーチ・ナビを「スチブナール」の検索してヒットしたデジタル
コレクションの下記の文献（［図書館送信資料]）を紹介

・ 「日本住血吸蟲病ニ對スル鹽酸「エメチン」竝ニ「スチブナー
ル」治療例ノ血液所見ニ就テ」 山口操
（『北越医学会雑誌』第45年(9)(300) 1930.9 p.783-796

・ 「急性日本住血吸蟲症ニ對スル「スチブナール」ノ遠達作用
ニ就テ」井手洋四郞 加來芳臣（『九州高等醫學專門學校
醫學會雜誌』5(3) 1940.8 p.6-11

32
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(6) 国立国会図書館デジタルコレクション活用事例［2］

（例６） 高橋郁が作詞した唱歌（「泊り舟」以外）が掲載されて
いる昭和10年代の教科書を探している

→ 国立国会図書館デジタルコレクションを「児童唱歌」で検索
して見つかった資料から下記2点の資料を紹介
（[インターネット公開]）

・ 「児童唱歌伴奏譜. 第5學年用」（日本教育音楽協会編
音楽教育書出版協会 昭10至11） p.4-5（6コマ）に「学校園」
歌詞と楽譜あり

・ 「児童唱歌伴奏譜. 第6學年用」（日本教育音楽協会編
音楽教育書出版協会 昭10至11） p.24-25（16コマ）に「夏祭」
歌詞と楽譜あり

33

(7) 調べものでのデジタルコレクションの使い方

国立国会図書館デジタルコレクションの特長

昔の情報を調べる際、特に効力を発揮します。

国立国会図書館でデジタル化している資料も徐々に新しい
ものが増えてきており、統計や白書類など比較的新しい
情報も得られるようになっています。（公的機関等が自らの
Webサイトで公開している新しい資料も収録しています。）

地元の歴史、人物情報など各図書館でよく聞かれる内容に
対応できる資料が収録されています。

目次が検索対象になっており、専門的な用語でも検索で
ヒットします。

34
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(7) 調べものでのデジタルコレクションの使い方

調べたいキーワードで検索してみる

レファレンス協同データベース（※1）やリサーチ・ナビ（※2）
で調べている事柄が載っていそうな資料を調べ、国立国会
図書館デジタルコレクションで全文が見られるか否かを
調べてみる
※1 http://crd.ndl.go.jp/reference/
※2 http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/

NDCやNDLCの分類等で検索して、検索結果一覧に表示
されたタイトルから載っていそうな資料をブラウジングして
みる（目次情報が参考になります）

35

今後の
国立国会図書館デジタルコレクションと
図書館向けデジタル化資料送信サービス

36
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(8) 今後のサービスについて

国立国会図書館デジタルコレクション

① 新たにデジタル化した蔵書を追加して公開していきます。
※「資料デジタル化基本計画2016-2020」（H28.3.29策定）

② 平成29年度からは科学技術分野の比較的新しい雑誌等の
デジタル化を積極的に進めていきます。

③ 他機関でデジタル化した資料を収集し、公開していきます。

④ カセットテープ、ソノシートといった録音資料のコレクションを
公開していきます。

⑤ 著作権保護期間満了が確認できた資料のインターネット
公開を進めていきます。

⑥ インターネット上の図書・雑誌の収集・公開を進めていきます。
37

(8) 今後のサービスについて

図書館向けデジタル化資料送信サービス

① 参加図書館の着実な増加に向けた働きかけを行っていき
ます。

② 国立国会図書館デジタルコレクションと図書館向けデジタル
化資料送信サービスの有用性を知ってもらうための取組み
を行うとともに、認知度向上のため、サービス参加館での
広報に使ってもらえる資料等の提供を行っていきます。

参考： http://www.ndl.go.jp/jp/library/service_digi/index.html
参加館で使える広報用資料や素材画像を掲載しています。
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おわりに

国立国会図書館デジタルコレクションには、300万点以上
の資料が収録されており、その中には調べものに使える
多種多様な資料が含まれています。

図書館向けデジタル化資料送信サービスにより、インター
ネット公開されていない約150万点の資料を、国立国会
図書館から図書館間貸出をすることなく、リアルタイムで
見ることができます。

レファレンス協同データベースやリサーチ・ナビ等とともに、
国立国会図書館デジタルコレクションにより、この豊富な
資料を、ぜひ調べものに活用してください。

39

ご清聴ありがとうございました。

40
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神⼾⼤学附属図書館
デジタルアーカイブ

「新聞記事⽂庫」について

平成29年2⽉17⽇(⾦）
第13回レファレンス協同データベース

事業フォーラム
神⼾⼤学附属図書館情報管理課

菊池 ⼀⻑

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/

第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム

1

神⼾⼤学附属図書館
デジタルアーカイブの概要

■3本の柱と主なコンテンツ
・阪神淡路⼤震災関係資料

…「震災⽂庫」
・経済・経営関係資料

…「新聞記事⽂庫」「住⽥⽂庫」（海事関連古典籍）
・学内研究成果

…「紀要⽬次情報」
→「学術成果リポジトリ Kernel」へ

第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム

2

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/da/
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神⼾⼤学経済経営研究所
「新聞記事⽂庫」

（通称：「新聞切抜⽂庫」）
・「神⼾⾼等商業学校」の「調査部」の事業
・明治44(1911)年から昭和45(1970)年まで
・記事の切抜…切抜帳3,200冊、推定50万記事
・切抜帳は本学経済経営研究所の書庫に保存

切抜事業の提唱者、坂⻄由蔵
教授が1911(明治44)年、
ドイツ留学中にケルンの商業
⼤学にて新聞の切抜が整理・
保存され研究の基礎的資料と
して寄与していたことに刺激
を受けたのが発端 ケルン⼤学のHPより

http://zeitungsausschnitte.ub.uni-koeln.de/portal/home.html?l=de

第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム

3

「新聞切抜⽂庫」の特徴 ①
■専⾨家（教員）による選択・分類
■切抜帳＝新聞原紙ではない
・切抜作業⼿順
１. 記事選定は教官が担当し、切り抜くべき記事

には⾚鉛筆で丸をつけ、欄外に分類を指定。
２. 切り抜いた記事は所定の台紙に貼り、新聞名、

年⽉⽇を記⼊した上で分類棚に収め、
この段階で索引カード（記事題⽬、新聞名、
分類項⽬、冊数番号、ページ等を記載）を作成。

３. 約200枚に達すると、⽬次を作成した上で
1冊に製本し、分類項⽬別に書架に配置・保管。

第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム

4

＋

↓
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「新聞切抜⽂庫」の特徴 ②
■広範な採録範囲
・時代を反映した分類（特に産業）

■広範な採録対象紙
・全国の主要地⽅紙
・旧植⺠地発⾏紙
・神⼾の新聞記事は多い

…「神⼾新聞」「神⼾⼜新⽇報」の⼆⼤紙

第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム

5

大分類 中分類 冊数

1 産業一般 8冊
2 技術問題 2冊

1 農業 7冊
2 肥料 7冊
3 水利 2冊
4 農家経済 4冊
5 農家副業 2冊
6 農村 10冊
7 農産物 3冊
8 米 38冊
9 麦 3冊

10 豆 3冊
11 綿花 10冊
12 茶 5冊
13 麻類 2冊
14 煙草 3冊
15 園芸農産 3冊
16 養蚕業 6冊

1 畜産業 5冊
2 畜産物 2冊
3 羊毛 6冊

1 林業 4冊
2 林産物 1冊
3 木材 4冊

1 水産物 11冊
2 水産養殖業 2冊
3 水産物 3冊
4 塩 5冊

農業

8

9 林業

10 水産業

畜産業

6 産業一般

7

大分類 中分類 冊数

1 経済調査 2冊
2 国勢調査 2冊

1 土地 10冊
2 河川 3冊

1 人口 6冊
2 移民および植民 23冊
3 人種問題 4冊

1 労働 13冊
2 労働問題 27冊
3 労働者保護 8冊
4 国際労働問題 11冊

1 会社 11冊
2 合同および連合 5冊
3 公営事業 3冊
4 経営 8冊
5 会計 2冊
6 破綻 4冊
7 恐慌および不景気 5冊
8 税法 0冊
9 企業 3冊

10 企業整備 2冊

労働

1 経済調査

土地河川

人口および植民

企業

2

3

4

5

大分類 中分類 冊数

1 保険 4冊
2 海上保険 4冊
3 火災保険 9冊
4 生命保険 6冊
5 社会保険 7冊

1 倉庫 5冊

1 度量衡 2冊
2 産業所有権 4冊
3 商品検査 2冊
4 同業組合 3冊
5 産業組合 9冊
6 信用調査 1冊
7 博覧会商品陳列所 6冊
8 商工会議所 3冊
9 税関 4冊

1 経済政策 33冊
2 統制経済 3冊

1 財政 32冊
2 地方財政 5冊
3 租税 24冊
4 地方税 5冊

1 アジア諸国 13冊
2 日本 30冊
3 朝鮮，台湾，満州 16冊
4 中国 19冊
5 インド 1冊
6 東南アジア諸国 16冊
7 欧州諸国 26冊
8 アメリカ 14冊
9 アフリカ 2冊

10 世界 2冊
11 満州 6冊
12 支那の対日罷業 1冊

19 経済政策

20 財政

21 国際経済および各国経済事業

16 保険

17 倉庫

18 産業上の制度および機関

大分類 中分類 冊数

1 工業 9冊
2 鉱業 6冊
3 工場 3冊
4 燃料 4冊
5 繊維工業 9冊
6 綿糸紡績業 21冊
7 絹糸紡績業 2冊
8 蚕糸業 23冊
9 毛糸紡績業 1冊

10 綿織物業 8冊
11 絹織物業 7冊
12 毛織物業 4冊
13 染色及捺染業 1冊
14 製紙業 4冊
15 花莚製造業 2冊
16 真田製造業 2冊
17 燐寸製造業 4冊
18 樟脳工業 1冊
19 護謨工業 5冊
20 油脂工業 3冊
21 製粉業 3冊
22 製糖業 15冊
23 醗酵工業 4冊
24 皮革工業 1冊
25 窯業 4冊
26 陶磁器製造業 2冊
27 顔料，塗料工業 0冊
28 漆器製造業 1冊
29 染料工業 3冊
30 薬品工業 2冊
31 化学工業 6冊
32 瓦欺工業 3冊
33 電気工業 22冊
34 製鉄業 14冊
35 製銅業 3冊
36 造船業 7冊
37 機械製造業 4冊
38 金属品製造業 2冊
39 建築業 3冊
40 出版印刷業 2冊
41 雑工業 4冊
42 鉱産物 3冊
43 金銀 15冊
44 錫亜鉛 2冊
45 石炭 11冊
46 石油 12冊
47 木材 0冊
48 電力 0冊

11 工業および鉱業
大分類 中分類 冊数

1 社会事情 9冊
2 社会問題 3冊
3 社会政策 11冊
4 生活費問題 4冊
5 住居問題 6冊
6 食料問題 6冊
7 婦人問題 4冊
8 感化問題 1冊

9
犯罪，刑務所および
免囚保護

7冊

10 救済および公益事業 5冊
11 衛生保険 6冊
12 倫理および宗教 4冊
13 災害および災害予防 9冊
14 文化 4冊
15 思想問題 8冊

1 都市 13冊
2 水道 3冊

1 政治 65冊
2 国会政党および選挙 47冊
3 司法および警察 4冊
4 行政 5冊
5 地方行政 5冊
6 官吏 4冊
7 外交 159冊
8 軍事（国防） 54冊

1 法制 3冊
2 憲法 5冊
3 刑事法 5冊
4 民事法 19冊
5 商事法 8冊
6 国際法 3冊
7 経済統制法 1冊

1 教育 64冊
2 図書館，博物館 2冊

1 人物伝記 6冊

1 考古および史蹟 1冊
2 国際会議 8冊
3 雑 5冊

26 教育

27 人物伝記

28 雑

22 社会

23 都市

24 政治・行政

25 法制

大分類 中分類 冊数

1 商業 4冊
2 国際貿易 46冊
3 日本の対外貿易 37冊
4 日中貿易 5冊
5 日米貿易 4冊
6 植民地の貿易 5冊
7 通商条約 7冊

1 市場 9冊
2 取引所 24冊
3 物価 17冊

1
貨幣および
兌換銀行券

18冊

2 手形 5冊
3 有価証券 8冊
4 公債 21冊
5 資金 20冊

6
金融および
金融機関一般

14冊

7 銀行 30冊

8
農業金融および
その機関

3冊

9
工業金融および
その機関

2冊

10 信託 5冊
11 貯蓄銀行 2冊
12 郵便為替貯金 4冊
13 質屋無尽 3冊
14 日本の金融市場 9冊
15 外国金融市場 6冊
16 国際金融 24冊
17 社債 3冊
18 通貨問題 1冊

1 交通 8冊
2 道路 3冊
3 鉄道 31冊
4 電気鉄道 7冊
5 陸上運貨 6冊
6 海運 34冊
7 海上運貨 5冊
8 港湾 10冊
9 運河および海峡 2冊
10 船舶 10冊
11 海員 3冊
12 逓新事業 8冊
13 航空 6冊

13 市場および取引所

14 貨幣および金融

15 交通

12 商業

【分類項⽬表（戦前）】
* ⻩⾊の項⽬は戦前のみ

第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム
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新聞紙名 発行地 収録開始年 新聞紙名 発行地 収録開始年
時事新報,東京時事新報  東京 1911- 大阪時事新報  大阪 1912-
東京日日新聞  東京 1912- 大阪毎日新聞  大阪 1912-
中外商業新報,日本産業経済新聞 東京 1912- 英文毎日  大阪 1929-
東京朝日新聞 東京 1912- 大阪朝日新聞  大阪 1912-
讀賣新聞 東京 1912- 大阪新報  大阪 1912-
報知新聞 東京 1912- 帝国新聞,大阪日日新聞  大阪 1912-
讀賣報知 東京 1942- 関西日報  大阪 1917-
國民新聞  東京 1912- 大正日日新聞  大阪 1919-
都新聞 東京 1929- 日本工業新聞,産業経済新聞  大阪 1940-
東京新聞 東京 1942- 海運週報  大阪 1915-
二六新報（二六新聞） 東京 1912- 大阪証券日報  大阪 1920-
中央新聞  東京 1912- 京都日出新聞 京都 1915-
東京毎日新聞  東京 1912- 神戸新聞  神戸 1912-
やまと新聞  東京 1912- 神戸又新日報 神戸 1912-
日本新聞,日本  東京 1912- 神戸商大新聞  神戸 1931-
萬朝報 東京 1912- 北海タイムス  札幌 1912-
法律新聞  東京 1911- 河北新報  仙台 1914-
東京高等商業学校同窓会会誌  東京 1912- 横浜貿易新報  横浜 1914-
官報 東京 1924- 北陸新聞  金沢 1915-
日本経済新聞  不明 1915- 新愛知 名古屋 1912-

福岡日日新聞  福岡 1912-
九州帝国大学新聞  福岡 1943-
宮崎新聞 宮崎 1918-
沖縄実業時報  那覇 1914-

東京 関西・地方紙

発行地 採録紙数 発行地 採録紙数 発行地 採録紙数
札幌 1 京都 1 福岡 2
仙台 1 宮崎　 1 神戸 3
横浜 1 那覇 1 台湾 3
金沢 1 樺太 1 中国（含む満州） 6
名古屋 1 京城 1 大阪 11

東京 19

【採録紙の幅広さ】
* 戦前の採録紙名、発⾏地、収録開始年 背景⾊は切抜事業開始時（1912(明治45)年)の採録紙

新聞紙名 発行地 収録開始年
樺太日日新聞 樺太 1914-
台湾新聞 台中 1915-
台湾日日新報（新聞） 台北 1914-
台湾新報 台北 1917-
京城日報 京城 1913-
支那新聞翻訳通信,支那通信,支那新報 [中国] 1912-
大陸新報  上海 1936-
京津日日新聞  天津 1940-
日華公論  天津 1913-
満州日報,満州日日新聞  大連 1913-
奉天新聞 奉天 1920-

外地・植民地

第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム

7

「新聞記事⽂庫」のデジタル化
神⼾⼤学電⼦図書館システム

・全国の国⽴⼤学中、5番⽬に導⼊された電⼦図書館
システム（「先導的電⼦図書館プロジェクト」
平成10(1998)年度の補正予算(電⼦図書館化推進経費)）
奈良先端科学技術⼤学院⼤学・京都⼤学筑波⼤学・
東京⼯業⼤学に次いで5番⽬(図書館情報⼤学と同時)）

・平成11(1999)年度にサービスを開始
・平成12(2000)年夏より新聞記事⽂庫公開

第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム

8
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デジタル化作業
・戦前・戦中期の約38万件を対象
・画像と同時に本⽂テキストファイルとメタデータの
作成を外注

・画像はマイクロフィルムから
・本⽂テキストファイルは統⼀したルールに従い、
旧字体や旧仮名遣いを現代のものに置換

・署名記事は著作権処理
・現在292,835件（切抜帳1,830冊）を電⼦化

（平成28(2016)年12⽉23⽇時点）

第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム

9

デジタル化の効果〜特徴・特⻑
・探しやすい
… 分類・新聞紙名・年代から⼀覧を 参照し、記事を探すことができる。

・全⽂検索できる
… ⾒出しの検索だけではなく本⽂テキストを対象に全⽂検索ができる。

・誰でも読める
… 新字体・現代仮名遣いに書き換えた上で記事の本⽂テキストを公開。

結果として…

・幅広い⽬的で利⽤できる

第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム

10

分類収集した明治末〜戦中の新聞切抜、
全⽂デジタル化で蘇る！

29



レファレンスへの活⽤
・明治末から昭和戦前・戦中期の幅広い事柄に対応
特に産業・技術史分野

・先祖の事績に関するレファレンス（ルーツ探し）
・記事本⽂の画像とテキストを提供できる
参考）新聞記事⽂庫 活⽤事例集HP

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/jirei.html

※注意点
・「新聞報道」と「事実」 〜 両者が異なる可能性
・回答の際の表現に注意

第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム

11

「レファ協」と「新聞記事⽂庫」
・「特別コレクション」に登録
・新聞記事に関するツールとして活⽤されている
（「回答プロセス」や「事前調査事項」に記載）

・「新聞記事⽂庫」掲載記事の、原紙における掲載⾯
に関するレファレンス…「切抜」という形態に起因
→新たなレファレンスの発⽣と「協同」による解決

[提供者の⽴場から]

・データベース作成・公開に係る成果の根拠に

第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム

12
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デジタル化の課題
・全⽂テキスト化に要するコスト・労⼒・時間
・全⽂テキスト化の品質維持（誤字）
・科学研究費補助⾦（研究成果公開促進費）の補助
（平成16(2004)-23,25,27-28年度）
※毎年採択されるとは限らなくなっている

・利⽤の促進とＰＲ … 社会的意義・効果のアピール
資料展の開催
図書館総合展ポスターセッションに出展
本⽇の事例発表

第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム

13

ご清聴ありがとう
ございました

第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム

14
神⼾⼤学附属図書館マスコットキャラクター「うりこ」です

■主な参考⽂献
・井庭朗⼦「神⼾⼤学附属図書館デジタルアーカイブ：
その概要と特⾊について」（『⼤学図書館研究』104, p27-33）2016

・渡邊隆弘「ホームページ制作の現場から(5)神⼾⼤学「デジタル版
新聞記事⽂庫」について 」（『⼤学の図書館』21(5), p68-70）2002

・⼭本泰督「神⼾⼤学経済経営研究所 新聞切抜⽂庫（上・下）」
（『同朋』96-97号, p5-7, 11-13）1986
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第13回レファレンス協同データベースフォーラム
「レファ協にデジタル情報資源を活用しよう

～ローカルからグローバルまで」

事例報告２：豊中市立図書館

豊中市立高川図書館 西口 光夫

豊中市の概要
 人口約４０万人の中核市

 高校野球発祥の地

高校ラグビー・サッカー発祥の地

ＬＡＷＳＯＮ1号店

 市立図書館9館

４地域館、4分館、１分室、

２図書室、動く図書館１台

 蔵書数

・市立図書館の蔵書 約100万冊

・学校図書館の蔵書 約 70万冊
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本日の報告

 北摂アーカイブス

 デジタル情報源（北摂アーカイブス）の活用

 まとめ

北摂アーカイブス

34



北摂アーカイブスを考えた背景

 図書館として、地域情報
の収集を担う役割

 生涯学習における情報提
供の充実

 IＣＴによる「利用者参加
型」のコンテンツの浸透

 住民の集合知の活用

住民こそ地域情報の担い手

行政区域≠地域情報

 

創作
物

地域
情報

ICT

住民

北摂アーカイブス始動
文部科学省「図書館・博物館における地域の知の拠点推進事業」受託

実行委員会

豊中市、箕面市、市民団体及び学識経験者からなる豊
中・箕面地域情報アーカイブ化事業実行委員会を設置し、
事業の方針その他の事業の実施に係る検討

収集する情報の範囲（写真、文書、動画、音声…）

コンテンツ（写真）・ボランティア募集方法

利用規約

報告書作成（動く図書館60周年冊子など）

地域の記憶を地域の記録へ
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地域の記憶を地域の記録へ

wikiベースに構築

ＤＢがない／ページごとのアクセス管理

wordpress（CMS）

+ デジタルアーカイブ（パッケージ）

Webページ

デジタルアーカイブＣＭＳ
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デジタル情報資源の活用

日本最古のカフェの建物

 質問

日本最古のカフェの建物が豊中市内にあると聞いたことが
あるが、現存するか、またどこにあるのか知りたい。朝日
新聞の記事があったように思う。

 回答

『新修豊中市史 第2巻 通史2』などによると、阪急豊中
駅付近にあった「豊中クラブ自治会館」の建物が、日本最
古ではないものの、大阪では最初の部類に入るコーヒー専
門店の建物を移築した可能性が高いとのこと。なお「豊中
クラブ自治会館」は平成25年10月に解体され現存しない。
北摂アーカイブスには、平成22年2月に撮影された豊中ク
ラブ自治会館の写真があり。
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日本最古のカフェの建物

2013年

日本最古のカフェの建物（明治期箕面での写真）

箕面市行政資料（個人寄託）
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日本最古のカフェの建物（旧豊中クラブ連合自治会館）

提供：地域フォトエディター（北摂アーカイブス）

講演会開催
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北摂アーカイブス写真展でも

提供：地域フォトエディター（北摂アーカイブス）

まとめ
デジタル情報資源として活用するためには
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課題

 デジタル化資料を「地域」で活用するには・・・

 公開数、収集数とも絶対量がまだまだ足りない！

 見つける（検索）のためにどのようなデータを付与すべ
きか。

 表層Web⇔深層Web

 オープンデータ化？

 限りなくフリーな二次利用規定

 （クリエイティブ・コモンズ・ライセンス）

デジタル資料の活用するためには（広報）

 広報広聴課と連携し、「広報とよなか」に当アーカ
イブデジタル情報を活用したページを企画中

 地域紹介にとどめず、写真・地域の遍歴を同時に収集す
ることでデジタルコンテンツの充実をはかる

 学校と地域の連携

 地域を学ぶ教材として活用
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町たんけんの様子

提供：蛍池・遊びのプロジェクト

ご清聴ありがとうございました
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第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム

北⽅資料デジタル・ライブラリーの可能性
〜みんなで使って、お互いに解決！〜

北海道⽴図書館利⽤サービス部北⽅資料室北⽅資料課
主査 海藤 久仁⼦

⽬ 的

■利便性
インターネット上で閲覧可能
公開館機能、横断検索参加館機能

北⽅資料デジタル・ライブラリーとは？

■原資料の保存
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北⽅資料デジタル・ライブラリーとは？

（1）検索対象館
（平成29年1⽉現在）

■北海道⽴図書館

■公開館： 5館

■横断検索参加館：7館

北⽅資料デジタル・ライブラリーの概要
システムの共同利⽤、横断検索参加が可能です。

マルチファイル

公開館 システム共同利⽤

道⽴機関 市町村⽴
図書館等

北方資料デジタル・ライブラリーに

参加し、自館のコンテンツを登録し、

Ｗｅｂ公開可能（公開館機能）。

横断検索参加館 デジタル・ライブラリー横断検索

道⽴機関 市町村⽴
図書館等

北方資料デジタル・ライブラリー公開サイトにて、他館が公開する

コンテンツを横断的に検索可能（横断検索機能）。

国⽴国会図書館

ＮＤＬサーチとの連携が可能。

OAI-PMH方式で連携。

⼤学図書館
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北⽅資料デジタル・ライブラリーとは？
（２）コンテンツ：内容は「北⽅地域」に関するものに限定

①古⽂書・古記録 明治以前に作成された資料

②地図・図類

③公開館発⾏資料

④⾏政資料

⑤写真・絵はがき・ポスター・パンフレット

⑥その他、北⽅地域に関する刊⾏物

北⽅資料デジタル・ライブラリーとは？

（３）検索機能

①簡易検索
フリーワード検索
検索対象：すべての公開館

②総合検索
フリーワードやコード選択で、詳細検索
チェックボックスで、検索対象館指定
検索対象：公開館、横断検索参加館

①
②
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北⽅資料デジタル・ライブラリーとは？

③地域検索
テキスト（フリーワード）とコード選択で
地域区分ごとの検索

④公開館内検索
チェックボックスで検索対象館を任意指定
検索対象：公開館、横断検索参加館

③ ④

北⽅資料デジタル・ライブラリーとは？
（４）リンク集

他の図書館等のデジタルライブラリーや道内⼤学の教育・研究活動において作成された
成果物を閲覧できるリポジトリの⼀覧。

（５）北⽅関係デジタル資料（国⽴国会図書館蔵）
「国⽴国会図書館デジタルコレクション」公開中のものから、北⽅関係（北海道、旧樺太・
千島）の資料を拾い出したもので、ここから直接「国⽴国会図書館デジタルコレクショ
ン」の画像に⾏くことが可能。

（６）その他
・お知らせ ・pick up ・コレクション⼀覧 ・資料紹介 等
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レファレンス事例① 〜視覚でつかめて、しかも時短〜！

【質問①】「新⽥融」と「⼩樽⽇報社」について、公判記録にある本籍地と

⼩樽⽇報社の所在地が同じだが、関連があるか？

回答資料を紹介した上で、それが北⽅
資料デジタル・ライブラリーで閲覧可
能と紹介。

該当する地番がどの範囲か
視覚的に 把握できる。

レファレンス事例① 〜視覚でつかめて、しかも時短！〜

北⽅資料デジタル・ライブラ
リー公開資料を拡⼤してみる
と、同じ地番が広範囲に渡っ
ていることがわかる。
（同⼀場所と限らない。）

新⽥⽒と⼩樽⽇報社の関連を⽰
す資料は⾒つからず、地図上で
も不明。
しかも、地図上でも同⼀地番で
も、同⼀の場所だったことを⽰
すものは⾒つからなかった。

⼩樽区明治三⼗七年五⽉⼋⽇⼤⽕災地同市区改正地域明細図
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レファレンス事例① 〜視覚でつかめて、しかも時短！〜

市⽴⼩樽図書館所蔵の
『改正⼩樽区番地明細連絡図』
（⽯川藤七 1903）

同時期に、同様の質問が市⽴⼩樽図書館に
⼊っていたが、特定できない旨の⽂章と地図
資料の紹介で、複写依頼を促す。
（現在、市⽴⼩樽図書館も古地図のいくつか
を「市⽴⼩樽図書館デジタルライブラリー」
として公開しており、該当資料はHPから閲
覧可能。）

【質問②】 北海道開拓時代の稲作の様⼦を撮影した写真はないか？
（⾺が引いている様⼦など）

レファレンス事例② 〜他館の資料で回答の幅を広げる！〜

この事例では、当館のデジタル・
ライブラリーには該当画像がなく、
絵葉書や写真といった現物資料の
ほか、写真帖等の図書資料を紹介。

公開館や参加館に該当の
資料はないか？

⾃館資料だけでな
く、他館資料に
よって回答の幅を
広げていく。

WEB検索や
北⽅資料デジタ
ル・ライブラリー
の横断検索
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レファレンス事例② 〜他館の資料で回答の幅を広げる！〜

北⽅資料デジタル・ライブラリーで
公開館や参加館の資料を併せて検索
できた。

レファレンス事例③ 〜他館の資料からヒントを得る！〜

【質問③】鈴⽊商店旭川⽀店の来歴を知りたい。
（レファレンス協同データベースより 旭川市中央図書館の例）

北⽅資料デジタル・ライブラリーで
「鈴⽊商店」と検索すると、
国⽴国会図書館デジタルコレクショ
ンで284件がヒットし、そのうち図
書が16件。
ここから、『北海之商傑』（村⽥栄
次郎著 村⽥栄次郎, 1918）がヒッ
ト（インターネット公開資料）。
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図書館資料を幅広く利⽤することが可能に！

つまり！

北⽅資料デジタル・ライブラリーによって･･･

みんなで使って お互いに解決！
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＜事例報告： グローバル＞
アジア経済研究所図書館のレファレンス事例から

~途上国の統計データを探すには？~

日本貿易振興機構 アジア経済研究所 図書館

研究情報レファレンス課

坂井 華奈子

2017.2.17
第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム

レファ協にデジタル情報資源を活用しよう ～ローカルからグローバルまで

報告の流れ

• アジア経済研究所（アジ研）とは
• アジ研図書館とは

– アジ研のレファレンス
– 途上国資料の提供

• レファレンス事例
– バングラデシュの高学歴者の失業率と大学進学率に
関するデータ

• 外国の統計データを探すために
– 日本語で探す
– 英語で探す
– ポイントまとめ

2
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アジア経済研究所とは
• 英文名称

Institute of Developing Economies

–アジアだけじゃない･･･開発途上国が対象
• アジア・中東・アフリカ・ラテンアメリカ

–経済だけじゃない･･･政治・経済・社会等社会科学

3

アジア経済研究所の理念－世界への知的貢献

アジア経済研究所は、日本における開発途上国研究の拠点として、世界への知的貢献をなすこ
とを目指しています。そのために、それぞれの地域に密着した知識を収集・蓄積し、開発途上国
の実態と課題を明らかにし、開発途上国に対する深い理解を広く国内外に提供します。こうした
研究所の活動は、日本の国際理解を深め、ひいては日本と国際社会との望ましい連携を促進す
るための知的基盤となるものです。

アジ研

アジア経済研究所図書館とは

国内 大規模の途上国研究専門図書館

社会科学系研究所付設の学術・研究図書館

広く一般に公開

4

どなたでも簡単な受付で入館可能です。
※小学生以下のお子様は保護者の同伴をお願いします。

千葉県千葉市美浜区（ 寄はJR京葉線海浜幕張駅）※ 個人貸出は会員・図書館共同利用制度締結機関所属者のみです
が、NACSIS-ILL、JETRO事務所への取り寄せ、専門図書館協議会

など機関貸出は可能です。申請により公共図書館への貸出実績もあ
ります。
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蔵書の概要ー種類別

洋書・特殊言語資料 307,887冊

和書 97,752冊

中国書 53,190冊

朝鮮・韓国書 25,761冊

統計資料 119,242冊

新聞 480紙

雑誌 3,706誌

製本雑誌 79,730冊

地図 54,123枚

マイクロフィルム 87,740リール

マイクロフィッシュ 48,572枚

ビデオテープ 446本

CD-ROM、DVD等 6,791枚

5

蔵書構成（2016年3月末現在）

蔵書約68万冊

蔵書の概要ー多言語資料

6

主な多言語所蔵状況 （冊）

中国語 51,000 

朝鮮語 25,000 

アラビア語 8,000 

インドネシア語 5,600 

タイ語 5,500 

ベトナム語 2,500 

トルコ語 1,700 

ペルシャ語 1,100 

マレー語 1,000 

ラオス語 350 

ビルマ語 300 
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各国の新聞ー3.11に関する報道

7

インドネシア

タイ

ベトナム

フィリピン

韓国

台湾

エジプト

中国

インド

アジ研のレファレンス

• 研究者に対するレファレンスと図書館へのレファ
レンス

– 年間 約600～1,000件

– うち、図書館へのレファレンスは4割

• 図書館では、冊子体、データベース、インターネッ
トなどの媒体から資料情報等の提供を行っている

• 開発途上国の統計データに関する問い合わせが
多い

• 2003年からデータベース化（職員のみ利用可能）

8
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質問の傾向

主題：政治・経済が多い
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貿易・通信・運輸 法律 援助

金融・投資 環境 企業

農林・漁業 労働 工業・技術

人口 資源・エネルギー 商業・流通・サービス

教育 地理 財政

地域：東南アジアが増加
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東南アジア ラテンアメリカ 東アジア

アフリカ 開発途上国全般 南アジア

アジア全般 中東 中央アジア

東欧・CIS オセアニア

9

ウェブサイトでの情報発信

国別レファレンスQ&A

• レファレンス事例を地域・
国別にウェブ公開

トップページ：新着Q&A

• ピックアップした事例を掲載

10

もちろんレファ協にも
登録しています！

（2017年2月1日現在1014件）

ウェブで類似のＱ＆Ａを見た人から
のお問い合わせも多いです。
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アジ研図書館のレファレンス

• 研究情報レファレンス課が窓口

– 地域担当者へ振り分ける（特殊言語や地域事情
などの専門知識）

– ただし、地域担当者が不在の場合や土曜日（2名
体制）には、基本的にどんな質問にも対応

電話

• 研究情報レファレンス課• 研究情報レファレンス課

メール

• E-mail／ウェブフォーム（研
究情報レファレンス課）

• E-mail／ウェブフォーム（研
究情報レファレンス課）

来館

• レファレンスデスク（当番制）

• カウンター（紙フォーム）⇒研
究情報レファレンス課へ

• レファレンスデスク（当番制）

• カウンター（紙フォーム）⇒研
究情報レファレンス課へ

レファレンス受付体制

11

途上国の資料を提供する難しさ

• まず集めるのが困難！冊子体は日本の代理
店が扱ってくれないことも・・・

– 海外からの直接購入

– 海外出張による資料収集

• ウェブ情報（政府公式・業界団体など）

– リンク切れ、なかなか更新されない、過去情報の
削除、サーバダウン等（あるはずでもアクセスできない）

– キーワードの選択やページのつくりによっては、
検索エンジンで上位に来ない･･･見つけにくい

冊子体を所蔵していない場合などには、
ウェブ情報を探してみる価値あり！

アジ研図書館の
場合

12

ページが重
くてなかな
か開かなく
てもあきらめ
ないで･･･

でも！
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ウェブ上の情報を利用するための留意点

• 特に利用者が論文やメディアの報道などに使う場合には引用元とし
て使えるようなソースであることが必要

• 途上国の場合、データ名などのキーワードでは、「公式」のサイトが
上位に来ないことが多い。検索する際は出版物のタイトルや所管の
省庁名などで

• ただし、ブログやWikipediaなどでも、データの出典が記載されてい
れば手がかりは得られる

なるべく「公式」の信頼の置ける情報を

• レファレンス記録にはURL(リンク）だけでなく、ページのタイトルや
作成元の名称（政府の場合省庁名や部局名）も書いておくと、後日
改めて検索する際に有用

時間がたつとリンク切れがおきる場合も

13

レファレンスに

バングラデシュの統計データを探す

実際のレファレンス事例

14
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バングラデシュの高学歴者の失業率と
大学進学率に関するデータ

• レファレンス事例詳細
http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000195866

●電話でのレファレンス

●お急ぎだったが、東京
の方だったため、来館に
時間がかかる

●ウェブ情報があればな
るべく提供

15

出典：国立国会図書館 レファレンス
協同データベース

主題分析と戦略

• センサス（Census)は全数調査で網羅的だが実施スパンが長い（10~5年）

• 人口だけでなく産業や農業など主題別センサスがある国も

• サンプル調査ではセンサスより新しいデータがある場合も

• 何が「基本的」かは各国によりけり

• インドの総合統計にはトイレの数が掲載されている

基本的データ

総合統計年鑑とセン
サス(国勢調査）

• 単純なキーワード検索で上位に出ない場合は関連しそうな機関名・省庁名で検
索して、その中から”Publications” “Statistics”などリンクをたどって探してみる

• 項目を選択するデータベース形式、PDFファイルの中身などは検索エンジンで
はヒットしにくいことを考慮 ⇒ 上位の単位（収録されている本、サイト）

分野別の統計

所管する省庁や関連
する国際機関は？

• 国際機関が便利・・・さまざまな報告書や統計を発表

• 主題や地域によってさまざまな機関がある

• （例）主題：健康・保健 ⇒ ＷＨＯ（世界保健機関）

• （例）地域：東南アジア ⇒ ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）

複数国のデータがま
とめてみたい場合

（横断的に比較）

16
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失業率・・・総合統計

• まずはバングラデシュの総合統計を確認
“Statistical yearbook of Bangladesh”

• 参考書架にあった2014年版（当時の 新版）に学
歴別のグラフ（データ出典： labour force survey 2010）あり

• 出版元のBangladesh Bureau of Statistics(統計局）
ウェブサイトから PDF が DL 可能
（2013 へのリンクがなかったが、アジ研図書館には冊
子体の所蔵有り）

出典の労働力調査が「2010」となっていたので
その後の調査が実施されていないかどうかも確認

経年で推
移を知りた
い場合、
ウェブでは
不完全

17

失業率･･･労働統計

• Report on labour force survey. 
Bangladesh Bureau of Statistics. 
[請求記号：BANGL/1A2]

• この資料は2015年10月に発行された2013年版が
新です。

p.75-76 に該当データが掲載されています。

• PDF が DL 可能です。

総合統計に引用されていた2010年の
データより新しい調査があった！

ウェブも確認。
新版はオンラインで

みられた！

18

OPACで所蔵資
料を検索
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バングラデシュ統計局のサイト

19出典：Bangladesh Bureau of Statistics http://bbs.gov.bd/

なぜか
2013のリ

ンクがない
（アジ研には
冊子あり）

言語切り
替えボタン

新版のみ
PDFあり

①

②

③

④

⑤

大学進学率

• Statistical yearbook of Bangladeshの
Education の章には、学生数は掲載されてい

ましたが進学率という形では掲載されていま
せんでした。
– 途上国の教育関係のデータは、初等教育のものが多く、
大学（高等教育）についてはデータが少ない

– そもそも、就学率が低く、初等教育でもDrop Out Rate
（中退率）のデータはあっても、進学率はなかなかない

20

作戦変更。
教育関係のデータがとれそうな国際機関をあたる。
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国際機関のデータ

• UNDP(国連開発計画） の Human development 
report に Gross Enrolment Ratio の高等教育に関す
るデータが掲載されています。 Human development 
report [請求記号：C/339/H1/各年版]

新号2015年版は下記から DL 可能です。
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human
_development_report.pdf

P.244 の 142 Bangladesh Gross Enrolment Ratio 
Tertiary （% of tertiary school-age population）

21

冊子体

ウェブ版 PDF

三次教育（高等教育）の総就学率（就学年齢の人口あたりの%）

Human Development Report

22出典：United Nations Development Programme http://hdr.undp.org/en

ポイント！

• PDFで冊子の形態と同じものがDLできる ⇒そ
の場に相手がいなくても、リンクを送ってページ
数を指示すれば該当のデータがみられる

• 日本語版は「人間開発報告書 」･･･ウェブには
概要のみ掲載（冊子体所蔵あり）

• データベースの場合操作が必要になり、対面で
ないと説明が難しい（動的なサイトだとレファレ
ンス記録に直接該当項目がリンクできないこと
も多い）

※ 学生など今後もよく利用しそうな場合にはデータベース類
をご案内してみてもよいかもしれない
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UNESCOの統計研究所のDB

23出典：UIS.Stat (UNESCO Institute of Statistics) http://data.uis.unesco.org/Index.aspx

検索条件を指定する。

複数国を選択し、エクセルで
のDLや図表が作成可能。

ただし、国によっては入力し
た条件を満たすデータがな
い場合もある。

国際連合教育科学文化機関

UIS.Statの検索画面

24

マークをクリック
すると、右側に定
義や解説が出る

教育レベル別総就学率

出典：United Nations Development Programme http://hdr.undp.org/en

総就学率、三次（高等）、両性（％）

データが
ない年

指標、国、
年代など
を選択

Excelなどで
エクスポート

図表を作成

①

②

＋をクリック
すると下位の
項目が表示
される

Enrolment 
Ratio=就学率
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Bangladesh Bureau of Educational 
Information and Statistics (BANBEIS)

25

エラーが出て
ファイルが開
かない！

カレッジとユニバーシティ？
マドラサ（イスラム学校）、

専門・教職、技術・職業教育・・・

国によって教育事情が異なるが、国際機関
では標準化されたデータが使われている。
ちなみに・・・

「バングラデシュの高等教育の定義」につい
てのレファレンス事例：
http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000195869

出典：BANBEIS http://banbeis.gov.bd/

外国の統計データなどを
探すために

26
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日本語で探す
いきなりGoogleにいくよりも・・・

• レファ協で日本語の国名とキーワードで検索

• 総務省統計局「世界の統計」
http://www.stat.go.jp/data/sekai/index.htm

• JETRO https://www.jetro.go.jp/ （貿易・経済・ビジネス関係の情報を提供。
国・地域別に参照可能。ただし、収録していない国も。）

• 「アジア」のデータの探し方
– 国立国会図書館関西館アジア情報室
リサーチナビ＞アジア諸国の情報をさがす

– アジ研図書館⇒アジア動向年報（冊子・デジタル）
1970年版～毎年発行。統計や各国動向等。

それでもみつからないときは、関連論文を探して中の引用データから出典をみる方法も。

27

アジ研図書館 デジタルアーカイブ

28

2017年度
リニューアル予定
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アジア動向年報

29

2017年度以降の
電子版イメージ

(移行中の仮画面)
今後はアジア動向年
報全巻無料公開予定

冊子体。

多くの図書館で所蔵し
ていただいています。

アジ研図書館ウェブサイトより

• 「新興地域の統計事情」
http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Search/Johokanri/index.html

– 雑誌『情報管理』連載をまとめたもの

– アジ研職員が執筆

• 地域別資料ガイド（アジ研図書館）
http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Region/index.html

– アジ研で所蔵している参考図書のリストが地域別
に掲載されているので、統計年鑑類のタイトルな
どが参照可能

30
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英語で探す

• 国の名前とStatisticsで検索 例：India Statistics

⇒各国統計局（Statistics Bureau, Central 
Statistical Organization等）⇒Publications, 
Data, Resources等関連しそうなページへ

• 統計局以外の関係省庁のページ
例:農業のデータ⇒農水省

• Open Government Data
– 各国政府が無料公開しているデータ ⇒Data 

Portals http://dataportals.org/ 世界のオープンデータを探すポータルサイト

31

英語で探す
• 国際機関：複数国のデータをいっきに探したい場合に便利

– リサーチナビにリストがあります！
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/cat17/index.php

– 「世界の統計」のリンクも便利！
ソースが国際機関のDBの場合リンクだけでなく
使い方が載っていることもあって親切です。

アジ研でよく使うのは・・・

– 国際連合（United Nations)⇒下部組織も

– 世界銀行（World Bank)⇒出版物もオープンアクセス!

– 国際通貨基金（IMF)
– 国際労働機関（ILO）
– アジア開発銀行（ADB)
などなど・・・
先進国の情報の場合OECDも便利

日本語版サイトが
あったり、日本○○
協会など、日本の
関連機関が報告書
の日本語訳を発行
していることも！

翻訳には時間がか
かるので英語版より
刊行が遅い、公式サ
イトの日本語版で
も、情報量が英語よ
り少ないこともある

32
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ALA ビジネス向けレファレンスのための優秀な
ウェブサイト

• 米国図書館協会（ALA）のレファレンス・利用者サー
ビス協会（RUSA） Best of the Best Business 
Reference Websites 2017（RUSA，2017/1/22）
http://rusa.ala.org/update/2017/01/best-of-the-best-business-reference-websites-2017/

• 2017年のテーマは「SCR（企業の社会的責任）」

– Ceres (SCR関係のアドボカシーをしているNPO)

– 国連グローバルコンパクト

– 世界銀行 持続可能な開発

出典： カレントアウェアネス http://current.ndl.go.jp/node/33307

33

外国のデータをウェブで探すときのポイント まとめ

レファ協や「世界の統計」な
どのサイトから探してみる

具体的なキーワードでウェブ
検索してうまくいかない場合

古いものでも出版物に関する情
報があればタイトルや出版元の
名称を手がかりに検索する

わからなければ国名と
”Statistics”で検索してみてもよし

「政府統計局」や国際機関
等の公式サイト

読めない文字が出たら落ち着い
てEnglishの切り替えボタンを探
す（ページの右上あたりにあるこ

とが多い）

ページ内でPublications,
Resources, Dataなどのリンクを

探す

出版物をそのままPDFで公開し
ているか、データベース形式で
データが提供されていればその

中から該当の項目を探す

34

●レファ協に登録する際は、リンク切れを考慮
し、どうやってたどり着いたか、ページの名称・作
成者等も合わせて記載しておくと親切！
※ 実はバングラデシュの事例はすでにリンク切れして

いました･･･（・・；）

●データベースなど、動的なページの場合はトッ
プページのURLが重要

参考：アジ研図書館ウェ
ブサイト＞地域別資料
ガイド＞参考図書リスト
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ご清聴ありがとうございました

35

インド図書館の父
ランガナータン博士

＠デリー大学
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第13回レファレンス協同データベース事業フォーラム
開催⽇：平成29年2⽉17⽇（⾦）
会 場：国⽴国会図書館 関⻄館 ⼤会議室

国⽴国会図書館 関⻄館 図書館協⼒課 協⼒ネットワーク係

１

2

3

事業の現状
▶ 参加館数、データ登録件数、被参照件数

平成28年度 事業活性化の取り組み
▶ 研修会、講師派遣型研修など

▶ 英語ページ開設、事例集（学校で使える事例編）

▶ 掘り出せ！図書館埋蔵⾦キャンペーン

▶ 御礼状、企画協⼒員賞

▶ 公式Twitter

平成29年度の活動予定

おはなしすること

2
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▶ 参加館数
▶ データ登録件数
▶ 被参照件数

3

1

1 32 4 4 5

館種別の事業参加館数（平成28年12⽉末現在）

● 公共図書館 431館※

● ⼤学図書館等 182館※

● 専⾨図書館 56館

● 学校図書館等 39館

● アーカイブズ 9館

● 国⽴国会図書館 13館※

合計 730館

※都道府県⽴図書館 54館、政令都市⽴図書館 24館、市町村⽴図書館 353館
※国⽴⼤学図書館 48館、公⽴⼤学図書館 19館、私⽴⼤学図書館 114館、⾼等専⾨学校 1館
※国⽴国会図書館には⽀部図書館を含む
※平成27年7⽉に、館種区分「その他」を「アーカイブズ」へ変更した。

4
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館種別のデータ登録件数（平成28年12⽉末現在）

● 公共図書館 約126,400件

● ⼤学図書館等 約19,000件

● 専⾨図書館 約12,200件

● 学校図書館等 約3,100件

● アーカイブズ機関 約2,800件

● 国⽴国会図書館 約16,100件

合計 約179,800件

5

公共

70％

⼤学

11%

専⾨ 7％

学校 2%
アーカイブズ

2%
国会 9%

1 32 4 4 5

4種類のデータ（平成28年12⽉末現在）

合計 約179,800件

6

レファレンス事例
事業の参加館で⾏われた
レファレンスサービスの
記録（約168,300件）

調べ⽅マニュアル
特定のテーマやトピックに
関する情報源の探し⽅を説
明した情報（約10,200件）

特別コレクション
個⼈⽂庫など参加館が所蔵
する特別コレクションに関
する情報（約470件）

参加館プロファイル
参加館の連絡先やサービ
ス内容などについての情
報（約730件）

? !
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公開レベル別データ件数（平成28年12⽉末現在）

● ⼀般公開 約100,100件

● 参加館公開 約19,300件

● ⾃館のみ参照 約60,300件

合計 約179,800件

7

⼀般公開

56%

参加館公開

11%

⾃館のみ

参照

33%

1 32 4 4 5

データ被参照件数の推移
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15,000,000

20,000,000
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30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

平成25年2⽉
システムの
⼊れ替え

平成28年（4〜12⽉）
28,606,705アクセス！

8
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平成28年度
事業活性化の取り組み

▶研修会、講師派遣型研修など

▶英語ページ開設、事例集（学校で使える
事例編）

▶掘り出せ！図書館埋蔵⾦キャンペーン

▶御礼状、企画協⼒員賞

▶公式Twitter

2

9

1 32

研修会、講師派遣型研修など

利活⽤研修会（未参加館向け）

8⽉5⽇ 東京本館（29名）、8⽉19⽇ 関⻄館（27名）

担当者研修会（参加館向け）

7⽉6⽇ 関⻄館（33名）、7⽉27⽇ 東京本館（33名）

講師派遣型研修（開催順）※旅費は主催館ご負担

兵庫県、福岡県、島根県、宮崎県、京都府

図書館総合展での広報

11⽉10⽇ レファ協ミニプレゼン（当館ブース内）

⽀部図書館向け事業説明会 11⽉15⽇
10
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英語ページ開設

英語版事業紹介ページ「Whatʻs CRD?」を開設

http://crd.ndl.go.jp/en/library/index.html

「レファレンス協同データベース事業 関連⽤語英訳表」もあわせてご
参照ください！ https://crd.ndl.go.jp/jp/library/intoenglish.html

11

1 32

登録事例集 第2集 学校で使える事例編

12

http://crd.ndl.go.jp/jp/library/publication.html#examples
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掘り出せ！図書館埋蔵⾦キャンペーン

13

データ遡及⼊⼒⽀援

ExcelやAccessのレファレンス記録を募り、事務局でレフ
ァ協標準フォーマットに変換→「⾃館のみ参照」で登録

※登録したデータは御礼状の対象

募集期間：2016年10⽉14⽇〜同12⽉16⽇

→7館から申込み

平成28年度礼状送付館⼀覧 （1/4）

公共図書館
▶ 塩尻市⽴図書館
▶ 所沢市⽴所沢図書館
▶ 宇都宮市⽴図書館
▶ 鎌倉市中央図書館
▶ 東久留⽶市⽴中央図書館
▶ 伊丹市⽴図書館 本館「

ことば蔵」

▶ 徳島市⽴図書館
▶ 中野区⽴中央図書館
▶ 兵庫県⽴図書館
▶ ⼩野市⽴図書館
▶ ⽇進市⽴図書館
▶ 宮崎市⽴佐⼟原図書館
▶ 町⽥市⽴中央図書館
▶ 仙台市⺠図書館
▶ ⼋王⼦市中央図書館
▶ ⻘梅市中央図書館
▶ 愛荘町⽴愛知川図書館・

秦荘図書館
141 32

平成28年度
参加館

平成28年度
参加館

平成27年度
参加館

平成27年度
参加館
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平成28年度礼状送付館⼀覧 （2/4）

公共図書館
▶ 相模原市⽴橋本図書館
▶ ⽜久市⽴中央図書館
▶ 安城市中央図書館
▶ 市川市中央図書館
▶ いわき市⽴いわき総合図

書館
▶ ⻑野市⽴⻑野図書館
▶ 沖縄県⽴図書館
▶ 栃⽊県⽴図書館
▶ 名古屋市鶴舞中央図書館

▶ ⼤阪府⽴中之島図書館
▶ 千葉県⽴中央図書館
▶ 広島県⽴図書館
▶ ⻑崎市⽴図書館
▶ 北海道⽴図書館
▶ ⾼崎市⽴中央図書館
▶ ⾦沢市図書館
▶ 岐⾩市⽴図書館
▶ 吹⽥市⽴中央図書館
▶ 蒲郡市⽴図書館
▶ 福岡市総合図書館

151 32

平成28年度礼状送付館⼀覧 （3/4）

公共図書館
▶ 埼⽟県⽴久喜図書館
▶ ⾹川県⽴図書館
▶ 福井県⽴図書館
▶ 滋賀県⽴図書館
▶ 函館市中央図書館
▶ ⼤阪府⽴中央図書館
▶ 岡⼭県⽴図書館
▶ 横浜市中央図書館
▶ 秋⽥県⽴図書館
▶ 岐⾩県図書館

▶ 豊中市⽴図書館
▶ 東京都⽴中央図書館
▶ ⼭梨県⽴図書館
▶ ⽯川県⽴図書館
▶ ⼤阪市⽴中央図書館
▶ さいたま市⽴中央図書館
▶ 神⼾市⽴中央図書館
▶ 島根県⽴図書館
▶ 宮城県図書館
▶ 福岡県⽴図書館

161 32
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平成28年度礼状送付館⼀覧 （4/4）

⼤学図書館
▶ 近畿⼤学中央図書館
▶ 早稲⽥⼤学図書館
▶ 愛知淑徳⼤学図書館

171 32

専⾨図書館
▶ ⼤阪府⽴男⼥共同参画

・⻘少年センター(ドー
ンセンター)情報ライブ
ラリー

▶ ⽇本貿易振興機構アジ
ア経済研究所図書館

▶ 国⽴教育政策研究所教
育図書館

▶ 愛知県⼥性総合センタ
ー情報ライブラリー

▶ ポーラ化粧⽂化情報セ
ンター

学校図書館
▶ 神奈川県学校図書館員

研究会
▶ 東京都⽴⾼等学校学校

司書会
▶ 静岡県⽴韮⼭⾼等学校

計68館

1 32

企画協⼒員賞

御礼状基準には届かなかったが、事業への貢献が⼤きい館

上尾市図書館
▶ 図書館サービス計画でレファ協での郷⼟関連データの公

開を明記し、職員数が少ない中で、2016年に積極的なデ
ータ登録を⾏った。

⼀宮市⽴図書館
▶ 職員数が少ない中で、これまで継続的にレファ協にデー

タを登録。⼀般公開件数が100件に達した。
嘉悦⼤学情報メディアセンター
▶ これまでに多数の被参照を集めるデータを複数登録。

18
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公式Twitter

公式Twitterアカウント（crd_tweet）
登録データ・イベント等の紹介

10⽉ フォロワー数2万⼈突破

記念ページ
http://crd.ndl.go.jp/jp/library/column_h28_01_twitter.html

19

平成29年度の活動予定3

20
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平成29年度の活動予定

平成29年
▶ 時期未定 担当者研修会
▶ 8⽉頃 全国書誌データ・レファ協利活⽤研修会

平成30年
▶ 2⽉頃 レファレンス協同データベース事業フォーラム
▶ 2⽉頃 国⽴国会図書館⻑からの礼状送付

※事務局によるデータ作成⽀援（随時）

※図書館等の要請に応じて研修講師を派遣（応募枠あり、
随時）

21

ご清聴ありがとうございました
info-crd@ndl.go.jp

22
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本日は御来場ありがとうございました。 
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