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はじめに Introduction
主要な記事索引と採録年代・網羅性の対応（イメージ）
Outline of major Article Index
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明治 1868‐ 大正 1912‐ 昭和 1926‐ 戦後 1945‐ 平成 1989‐

NDL雑誌記事索引

NDLデジタルコレクション

ざっさくプラス（皓星社）

Web OYA‐bunko

大宅目録（冊子）

Cinii articles

MAGAZINEPLUS

20世紀メディア情報DB

新聞DB（ヨミダスetc.）

新聞索引（県立図など）



はじめに Introduction
効果的な探索のために For effective search
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質問文の
背景を知る

Know 
background of 
the reference 
question

調べ方とツール
に関する情報を

把握する

Know how to 
search and 
search tools

・JapanKnowledge
・Google ～ Wikipedia
・Google Books

・リサーチ・ナビ
Research Navi

・人文リンク集
Humanities Links

探索結果を評価する Evaluate search results



1.背景を知る Know background
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質問文
Reference 
Question

主題？ Subject ?
分野？ Genre ?
時代？ Time range ?
形態？ Format ?

主題／学問分野
Subject / Discipline

検索語や表記揺れ
Search terms & descriptions vary

背景
Background

JapanKnowledge
Google〜Wikipedia

Google Books



1.背景を知る Know background
• 人名や文書名にバリエーションがあることも多い。
Name of Japanese or Japanese materials often have 
another way of expression.
遠山景元 遠山金四郎 遠山左衛門尉 …

信長公記 信長記 安土記 安土日記 織田記 …

• 別名も含めた検索はできないデータベースが多い。
Most databases cannot be searched automatically 
by another name.

• データベースによっては、異体字( 秋 と 穐 など)や
新字・旧字（ 国 と 國 など）の違いで検索結果が
異なる場合もある。
Some databases have different search results depending 
on differences in form of kanji (variant/new/old) .
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1.背景を知る Know background

事例1 Case1 三十帖策子の子細を見たい

Want to see⼦細 of三⼗帖策⼦.
• 「さんじゅうじょうさっし」には

三十帖 冊子 、三十帖 策子 の表記揺れがある

There is variation in notation.
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* Google and the Google logo are registered trademarks of Google Inc., used with permission.



1.背景を知る Know background

• 日本古典籍総合目録データベースで検索。
Search on Union Catalogue of Early Japanese Books.

○ 「三十帖」、 「三十帖策子々細」
× 「三十帖策子子細」、「三十帖冊子子細」

8「さんじゅうじょうさっし」でNDL-OPACを検索
Search NDL‐OPAC for “さんじゅうじょうさっし”.

⇒『東寺卅帖冊子事』もヒット

三十帖冊子・宝相
華迦陵頻伽蒔絵■
冊子箱の付、国宝



1.背景を知る Know background

事例2 Case2
「南部御国中の宝山」の所蔵先を知りたい
Want to know the location of the document 
“南部御国中の宝⼭”.

• Google Booksで検索。 Search on Google Books.
⇒ 所蔵者の記載がある資料がヒットする。

Material containing information of the collector can 
be searched.

ただし、Google Booksでは文字化けしているため、
文書名全体を入力して検索するとヒットしない。
However, because of garble in Google Books, searching 
with the whole document name does not hit.
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毛馬内町駒ヶ嶺氏所蔵「南部御国中の宝山」は…



1.背景を知る Know background
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* Google and the Google logo are registered trademarks of Google Inc., used with permission.



2.調べ方を知る Know how to search

• リサーチ・ナビ Research Navi
http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/

• 人文リンク集 Humanities Links
日本語版 Japanese
http://rnavi.ndl.go.jp/humanities/jinbunlinks.php

英語版 English
http://rnavi.ndl.go.jp/humanities/post‐3.php
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2.調べ方を知る Know how to search
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2.調べ方を知る Know how to search

事例3 Case3
1926年発行の『日本少年』31巻3号の所蔵機関
を知りたい。

Want to know the institutions that hold
⽇本少年 , vol.31 No.3(1926).

※ 戦前雑誌の所蔵機関についてのレファレンスは
多い。

Information about the institution that holds a 
journal published before 1945 is a frequently 
asked reference question. 14
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ジャンル名「蔵書目録」
をクリック。

Click on heading 
“Library Catalogs”.
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2.調べ方を知る Know how to search

国立国会図書館（NDL）における納本率・収蔵率

Rate of deposit and current availability at the National 
Diet Library (NDL)

明治・大正・昭和前期
Meiji・Taisho・Early Showa

戦後（昭和後期）・平成
Late Showa・Heisei

図書
Book

中
middle →

高
high

中
middle →

高
high

雑誌
Journal

低
low →

低
low

低
low →

高
high

新聞
Newspaper

低
low →

低
low

低
low →

高
high

その他 ＊

Others
低
low →

低
low

低
low →

中
middle

終

戦

１
９

４
５

＊ その他 Others 地図 map, パンフレット pamphlet, 漫画 comic
など and so on



2.調べ方を知る Know how to search
日本の総合目録 Union catalog in Japan
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CiNii Books NDLサーチ NDL Search

図書
Book

大学図書館
University library ○ ―

主要公共図書館
Main public library ―

和図書は○
国立国会図書館総合目録ネットワーク

NDL Union catalog network

雑誌
Journal

大学図書館
University library ○ ―

主要公共図書館
Main public library ― ―

新聞 Newspaper ―
○

全国新聞総合目録データベース
Union catalog of newspapers

＊ 1

＊ 1

＊ 2

＊2 『全国公共図書館逐次刊行物総合目録』（1960年代刊行の冊子）あり。

全国公共図書館逐次刊⾏物総合⽬録 published in 1960’s.

＊1 「すべての連携先を検索する」にチェックを入れればCiNii Booksの横断検索が可能。

Check “search for all cooperation destinations”, CiNii Books is cross‐searchable.



2.調べ方を知る Know how to search

事例4 Case4 人物調査 biographical research
関魚川という人物の経歴について知りたい。
Want to know the profile of関⿂川.

⇒ NDL‐OPAC
著作が数点。うち、出版地が長岡のものがある。
There are some written works. 
Some are published in Nagaoka.

⇒ Google Books
「…同じ新潟県内の長岡市に住んでいた関魚川を
知っていた。…」（『相馬御風とその妻』）
…knew関⿂川 who lived in Nagaoka city in the same 
Niigata prefecture…
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公共図書館では、その地域の
人物に関する文献の目録や
データベースを作成している
ことがあります。
Public libraries sometimes 
create catalogs and databases 
of biographies on people in 
the area.
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3.探索結果を評価するEvaluate search results
事例5 Case5 建長寺派宗典を見たい

Want to see建⻑寺派宗典.

• NDL-OPAC、CiNii Booksではヒットしない。
Cannot be found on NDL‐OPAC, CiNii books.

• Google Booksで検索。 Search on Google Books.
⇒1928年刊の駒沢大学図書館『禅籍目録』がヒット。
Komazawa Daigaku. Library (1928) Zenseki
mokuroku: Catalog of Zen Buddhist books

↓
駒澤大学に1912年版の所蔵あり。
Komazawa University holds建⻑寺派宗典
published 1912.
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3.探索結果を評価するEvaluate search results

• Google Booksは便利だが、Googleがスキャンした本

における検索結果という限界がある。

Google Books is useful, but there is a limit that it is 
only the search results of books scanned by Google.

• 重要な情報が全てデジタル化されている訳ではない。

Not all important materials are digitized.
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回答の前に、ベストな探索結果かどうか
評価することが必要

It is necessary to consider 
whether it is the best  answer or not.



おわりにConclusion
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問合せに関する
基本的な情報を

把握する

Obtain basic 
information for 
search topic

調べ方とツール
に関する情報を

把握する

Know how to 
search and 
search tools

・JapanKnowledge
・Google ～ Wikipedia
・Google Books

・リサーチ・ナビ
Research Navi

・人文リンク集
Humanities Links

探索結果を評価する
Evaluate search results
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ありがとうございました

Thank You !
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