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国立国会図書館 
令和２年 1月 

 
視覚障害者等用データ送信サービス データ提供ガイド 

【データ送付編】 
 
このガイドは、国立国会図書館（以下「NDL」といいます。）に視覚障害者等用データをご提供くださる

図書館等のご担当者様向けに作成したものです。各図書館等から NDLにデータ（資料）をご送付いただく
際の方法についてご案内します。具体的には、Ａ（郵便等）、Ｂ（インターネットからの送信）、Ｃ（メー
ルによる送付）の３つの方法があり、その時々でどの方法をとっていただいても構いません。（送付のたび
に方法が異なっても差し支えありません。） 
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A 郵便等による送付（全てのデータ種別で可能） 

データを格納した媒体を、郵便でお送りいただく方法です。なお、A.3に記載のとおり、一定の条件を
満たした方法で発送いただくと、料金はかかりません。 
 

A.1 媒体の種類と格納方法 

ＣＤ－Ｒ，ＤＶＤ－Ｒ、ＵＳＢメモリ、外付けＨＤＤ等の媒体でお送りください。 
お送りいただいた媒体は、NDLでのデータ登録後すみやかに（通常は 10日以内程度で）ご返却し
ますので、各館で貸出用に使われている蔵書（ＣＤ等）をそのままお送りいただければお手数が少
ないかと存じます。ご返却期日についてご要望がありましたら、ご連絡ください。 
複数タイトルをまとめて媒体に格納する場合は、次のような構成としてください。 

 
＜DAISY2.02（音声 DAISY、マルチメディア DAISY）＞ 
※タイトルごとに「discinfo.html」ファイルを忘れずに格納ください。 
 

媒体 
├タイトル Aのフォルダ（フォルダ名は任意。主タイトル等） 
│ ├mp3を含むフォルダ（ファイル名は半角英数字） 
│ └discinfo.html 
│ 
├タイトル Bのフォルダ（フォルダ名は任意。主タイトル等） 
│ ├mp3を含むフォルダ（ファイル名は半角英数字） 
│ └discinfo.html 
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＜DAISY3（テキスト DAISY）＞ 
 
媒体 
├タイトル Aのフォルダ（フォルダ名は任意。主タイトル等） 
│ └opfファイル、smilファイルなど 
├タイトル Bのフォルダ（フォルダ名は任意。主タイトル等） 
│ └opfファイル、smilファイルなど 

 
＜プレーンテキスト＞ 
※ファイル名は、半角英数のみで命名ください。 

 
媒体 
├タイトル Aのフォルダ（フォルダ名は任意。主タイトル等） 
│ └toshokan01.txt（ファイル名は半角英数字） 
│ 
├タイトル Bのフォルダ（フォルダ名は任意。主タイトル等） 
│ ├service01.txt（ファイル名は半角英数字） 
│ └service02.txt（同上） 

 
＜点字データ＞ 
 ※ファイル名は、半角英数のみで命名ください。 
 

媒体 
├タイトル Aのフォルダ（フォルダ名は任意。主タイトル等） 
│ ├toshokan01.BES（ファイル名は半角英数字） 
│ ├toshokan02.BES（同上） 
│ └toshokan03.BES（同上） 
├タイトル Bのフォルダ（フォルダ名は任意。主タイトル等） 
│ ├service01.BES（ファイル名は半角英数字） 
│ └service 02.BES（同上） 

 

A.2こん包 

特に指定はありません。媒体が破損しないような養生及びこん包をお願いします。原則として、発
送時の荷姿でご返却します。 
 

A.3 発送 

どの宅配事業者でも問題ありません。なお、発送先である NDL関西館は、郵便局から「特定録音物
等郵便物を発受することができる施設」の指定を受けていますので、次の条件を満たしていただけ
れば、録音資料（音声 DAISY、マルチメディア DAISY）及び点字データは、第四種郵便として無料
で発送することができます。詳しくは地域を管轄する郵便局にお尋ねください。 

 
日本郵便 HPトップ > 郵便・荷物 > 郵便物（手紙・はがき等） > 第三種・第四種郵便物 
http://www.post.japanpost.jp/service/standard/three_four/index.html 

http://www.post.japanpost.jp/service/standard/three_four/index.html
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事項 条件 根拠条文 
内容物 「盲人用の録音物又は点字用紙」又は「点字のみを掲げたも

の」であること。 
 

郵便法第 27条 
内国郵便約款第 33条 
 

大きさ 
 
重さ 

最小寸法：14cm×9cm（はがきサイズ） 
最大寸法：長辺 60cm以内かつ 3辺合計 90cm以内 
最大重量：３kg以内 

郵便法第 15条 
内国郵便約款第 8条 

添付物 媒体には視覚障害者等用データのみを格納する。 
内容物（送付データ）の一覧表以外の添え状等は同梱しない。 

内国郵便約款第 40条 

こん包 開封とする。 
※ファスナーやマジックテープ等で、容易に開封して内容物を
確認できるか、中が少し見えるように封筒等の上部をあけてお
く必要があります。 

郵便法第 27条 
内国郵便約款第 33条 

表示 郵便物の表面（左上部。横に長いものにあっては右上部。）に
「点字用郵便」の文字を明瞭に記載する。 
※録音物であっても「点字用郵便」と表示します。 

内国郵便約款第 37条 

 

A.4 第四種郵便の荷姿の例（写真） 

典型的な例を写真でお示しします。 

 
このように、ワンタッチで開封でき、宛て名カードを入れるための透明のポケットがついているケ
ースや袋が市販されています。宛て名カードは両面を使い、一方の面に国立国会図書館関西館の住
所を、もう一方の面に貴館の住所を記載いただきますと、カードをひっくり返すだけで往復の郵便
に繰り返し使用できます。点字用郵便の表示は両面共に必要です。 
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A.5 発送先 

 次の住所宛てに発送ください。 
 

〒619-0287 京都府 相楽郡 精華町 精華台 8-1-3 
国立国会図書館 関西館 図書館協力課 障害者図書館協力係 
TEL： 0774-98-1457 

 

B インターネットからの送信（全てのデータ種別で可能） 

インターネット環境があれば、ブラウザの画面から NDLのサーバに随時データを送信（アップロード）
していただくことができます。ただし、システムの仕様上、1件ずつ書誌情報を入力してファイルをアッ
プロードする手順しかない（FTPのように一括でアップロードする手順がない）ほか、デイジーのデータ
は容量が大きくアップロードに時間を要するため、多数のデータをご提供いただくのには不向きな方法と
言えます。 
 

B.1 推奨環境 

ブラウザ：Internet Explorer 11、Mozilla Firefox 38以上、Google Chrome 61以上 
インターネット：最大 100Mbps程度 

 

B.2 IDのご申請 

データ送信用の IDは、ご申請があった図書館等に対してのみ発行しています。 
※視覚障害者等用データの送信承認館 ID（Ｌから始まる番号）や、学術文献録音テープ等の貸
出承認館（Dから始まる番号）とは別の IDです。 
インターネットからのデータ送信を希望される場合は、「視覚障害者等用データの送信用 ID発
行希望」の旨、電子メールで（随時）ご連絡ください。折り返し、ID申請様式をお送りしま
す。 
連絡先： 
国立国会図書館 関西館 図書館協力課 障害者図書館協力係 
メールアドレス：syo-tky@ndl.go.jp 

 

B.3 画面操作 

IDの申請をご検討されるデータ提供館様に、個別にマニュアルをお送りします。 
 

C メールによる送付（テキストデータ、点字データのみ） 

メールによる送付は、ファイルサイズの関係で、点字データとテキストデータのみとしています。次の
アドレス宛てに、添付ファイル（.ZIP等）でお送りください。その際、必ずご担当者様の連絡先を記載く
ださい。 
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送付先： 
国立国会図書館 関西館 図書館協力課 障害者図書館協力係 
メールアドレス：syo-tky@ndl.go.jp 

 

D 書誌情報の添付 

Ａ～Ｃのいずれの方法でお送りいただく場合も、当該データに関する書誌情報をお知らせください。 
 
Ａ（郵便等による送付）の場合…書誌事項一覧を別途電子メールで、又は資料に同梱して送付ください。 
          ※タイトル数が多い（おおむね 10件以上）の場合は、紙ではなく電子データ

（Excelファイル等）で頂戴できますと幸いです。 
Ｂ（インターネットからの送信）の場合…画面上で書誌情報を入力いただきます。 
Ｃ（メールによる送付）の場合…電子メール本文又は添付ファイルで書誌情報をお知らせください。 
 
お知らせいただきたい書誌情報の「ひな型」ファイルは、NDLのホームページに掲載しています。 

「視覚障害者等用データの収集について」 
https://www.ndl.go.jp/jp/library/supportvisual/supportvisual-10_01.html 
送付書誌データ項目（説明及びひな型）（Excel: 20KB） ※4シートあります。 
送付書誌データ項目（説明及びひな型）（PDF: 125KB） 
 
なお、既に「点字図書・録音図書全国総合目録」に書誌データをご提供いただいているものについて

は、あらためての書誌データのご送付はご無用です。また、データ本体（DAISY ver.2.02の場合、
ncc.html）に十分な情報（原本を特定する情報に加え、製作完了年や収録時間に関する情報等）が記載さ
れている場合は、書誌データのご提供を省略することもできます。 

http://www.ndl.go.jp/jp/library/supportvisual/supportvisual-10_01.html
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