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アジア情報の調べ方 
 

―国立国会図書館サーチ、新NDL-OPACを中心に― 

 

 

 

国立国会図書館 関西館 アジア情報課 

 

2012年2月15日 



本日の内容 

 

はじめに 

１．国立国会図書館サーチ 
  （以下、NDLサーチ） 

２．NDL-OPAC 

３．アジア言語資料の検索 

まとめ 
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本日の内容 



2012年1月 新しくなった国立国会図書館のサービス 
 

 NDLサーチ 

http://iss.ndl.go.jp/ 

◦ NDL内外の情報に対する統合的な検索サービス
を提供 

 NDL-OPAC 

https://ndlopac.ndl.go.jp/ 

◦ アジア言語の資料、雑誌記事索引、電子ジャー
ナルのタイトルも一度に検索可能に 

 館内サービス 

◦ 新登録利用者制度の導入、閲覧端末の一新など 
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はじめに 

http://iss.ndl.go.jp/�
https://ndlopac.ndl.go.jp/�


１．NDLサーチ  

1-1 NDLサーチとは 
1.NDLサーチの概念 

2.NDLサーチの機能 

1-2 NDLサーチの便利な機能 
1.国立国会図書館統合認証 

2.パーソナライズ設定 

1-3 NDLサーチの検索 
1.簡易検索 

2.詳細検索 

3.検索結果一覧 

4.検索結果詳細 
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1-1-1.NDLサーチとは 

NDLサーチの概念 
 NDLや他の機関が保有する冊子体・デジタル化された
画像・音声等、様々な形態の情報に的確かつ迅速に
アクセスするシステム 
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1-1-2.NDLサーチとは 

NDLサーチの機能 
 82のDBから収集した約6,900万件の文献情報の検
索、126のDBの横断検索 
◦ 検索対象DB一覧 
http://iss.ndl.go.jp/information/target/ 

 

 目次情報や本文情報を対象とした検索 
◦ 目次情報は、近代デジタルライブラリー、NDLのデジタ
ル化資料、リサーチ・ナビから収集 

◦ 本文の検索が可能な資料は、『月報』『調査と情報』な
どNDLがHPで公開している当館刊行物に限定 

 

 入手手段の案内 
◦ NDLの蔵書はNDL-OPACの書誌情報のページにリンク    

◦ 他機関の資料は蔵書目録DBに、ウェブ上のデジタル資源
は当該資料にリンク 6 

http://iss.ndl.go.jp/information/target/�


1-2-1. NDLサーチの便利な機能 

国立国会図書館統合認証 
 一回の認証でNDLサーチとNDL-OPACに同時にログ
インできるサービス 

        

       

7 

※統合認証を利用するには、 
 NDLの利用者登録が必要 
http://www.ndl.go.jp/jp/information/guide.htm
l#tourokushinki 
 

http://www.ndl.go.jp/jp/information/guide.html�
http://www.ndl.go.jp/jp/information/guide.html�


1-2-2.NDLサーチの便利な機能 

パーソナライズ設定 
 「設定」画面で、検索結果表示件数・並び替え初期
項目・よく利用する図書館を選択し保存 

◦ トップページの右上の   から 
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登録すると、資料
を検索した際に 
その図書館の所蔵
状況や貸出の可否
が表示される 



1-3-1.NDLサーチの検索 

簡易検索 
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①キーワード 

項目を問わず複数の検索語を入力できる（and検索/or検索） 

②資料種別ボタン 
資料の種類を絞って検索 

③翻訳ボタン 
入力した語を韓国語、中国語または英語に機械翻訳して検索 

④すべての連携先を検索する 
チェックを入れると横断検索するデータベースをあわせて検索 

⇒〈http://iss.ndl.go.jp/information/target/〉 

② 

③ 
① 

④ 

http://iss.ndl.go.jp/information/target/�


1-3-2.NDLサーチの検索 

詳細検索 
 検索項目や検索対象DBを選択して検索 

 

 

 

 

 
 ボックス同士はすべてandでかけあわせて検索される 

 ⇒or, notでかけあわせることはできない 

 部分一致・完全一致検索 

◦ 前方一致検索：*を検索語の後につける 

◦ 後方一致検索：*を検索語の前につける 

◦ 完全一致検索：/で検索語を囲む 
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1-3-3.NDLサーチの検索 

検索結果一覧(1) 

 資料の媒体や所蔵機関を問わず、結果が表示される 
 

（「シャーロック・ホームズ」の検索結果一覧） 
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複数機関で所蔵している
同一資料はまとめて表示 

関連資料は灰色の太い線で
区切り、まとめて表示 



1-3-3.NDLサーチの検索 

検索結果一覧(2) 
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（「シャーロック・ホームズ」検索結果一覧(つづき)） 

デジタル化資料は 
掲載ページにリンク 

書誌を翻訳 
(日⇔英・中・韓) 

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1671517�


1-3-3.NDLサーチの検索 

検索結果一覧(3) 

 検索結果一覧画面では、絞り込み・再検索ができる 

 ①左列：資料種別、データベースなどによる絞り込み 

 ②右列：関連語による再検索、外部サイト（書籍検索、リ
サーチ・ナビ、検索エンジンなど）の検索 
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① ② 



1-3-4.NDLサーチの検索 

検索結果詳細 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

①NDL-OPACの書誌詳細画面、他の所蔵機関の蔵書検索トッ
プページにリンク 

②「よく利用する図書館」の所蔵状況や貸出の可否を表示
資料の利用が可能な図書館へはリンク 
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② 

① 



2-1 検索から申込みま
での流れ 
1.検索 
2.検索結果一覧・書誌の   
詳細 

3.所蔵詳細 
4.サービスの申込み 

2-2.検索 
1.簡易検索・詳細検索 
2.雑誌記事検索 
3.検索式 
4.検索語一覧 
5.検索の注意 
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２．NDL-OPAC 

2-3 検索結果 

1.検索結果一覧 

2.書誌情報 

3.雑誌詳細情報 

4.所蔵詳細 

2-4.便利な機能 

1.検索履歴・保存履歴 

2.マイリスト 

 

 

 

 



2-1-1.検索から申込みまでの流れ 

検索 

①のタブで検索画面を選択し、 

検索語を入れて     をクリック 
 

例)簡易検索画面で「日中共同声明」を検索 
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① 



 

2-1-2.検索から申込みまでの流れ 

検索結果一覧・書誌の詳細 
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所蔵詳細画面へ 
⇒2-1-3 書誌の詳細情報へ 



 資料の所蔵場所、利用上の注意などを表示 
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2-1-3.検索から申込までの流れ 

所蔵詳細 

ログインしていれば 
サービスメニューを表示
申込み画面へ⇒2-1-4 



2-1-4.検索から申込みまでの流れ 

サービスの申込み 
 必要事項を記入し       をクリック 

                   例）遠隔複写の申込み 
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※申込みをするには      
 事前の利用者登録・ 
 NDL-OPACへのログイン  
 が必要 



2-2-1.検索 

簡易検索・詳細検索(1) 
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 日本占領関係資料を除くすべての資料を対象に検索 

⇒雑誌記事や規格リポート類、アジア言語資料もまとめて検索 

 

「キーワード」は 
タイトル、著者、出版者など
すべての項目をまとめて検索 

検索項目を 
かけあわせて検索 

（詳細検索画面左側） 



①広範囲に検索：入力語と一致する断片をすべて検索 

例)インド⇒インドネシア、コインランドリー、などもヒット 

②フレーズ検索：連続する2単語をフレーズとして検索 

例)journal of science⇒「journal of」「of science」を含
む語がヒット 

2-2-1.検索 

簡易検索・詳細検索(2) 
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② 

(詳細検索画面右側) 

出版年の入力方法に注意 

① 



①雑誌の刊行機関や雑誌・記事分類からの検索が可能 

②記事を採録している雑誌名と採録巻号の確認 

 

2-2-2.検索 

雑誌記事検索 
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① 

② 



2-2-3.検索 

検索式 
 検索コードと検索語を直接入力する検索方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例）日本で2010年に出版された               
 タイトルに台湾または中華民国を含む図書 

⇒WCN=ja and WYR=2010 and WTI=(台湾 or 中華民国) and WTYP=図書 
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 選択した項目の中で、入力した語で始まる言葉の一
覧を表示 

2-2-4.検索 

検索語一覧(1) 
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2-2-4.検索 

検索語一覧(2) 
⇒一覧表の中の語をクリックすると、選択した項目に
その語を持つ資料が一覧表示される 
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著者を一覧する場合は 
姓と名の間にスペースが必要 
（博士論文は不要） 



2-2-5.検索 

検索のコツ 
 部分一致検索項目と完全一致検索項目 

   

 

 

 

 

 
 

 and/or/not は検索語として用いない 

◦ 例）Protectionism or industrial adjustment?【DE213-A22】 

   Why America is not a new Rome.【GH82-B52】 
 

 単語（欧文）の部分一致には*(アスタリスク)を利用 

◦ 例）japan* ⇒ japan, japanesque, japanologyなど 

      jap*n  ⇒ japan, japon, japantownなど 
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該当する項目 検索機能 

部分一致
検索項目 

キーワード、タイトル、著者、出版者、
件名、注記、言語コード、リポート番
号、国名コード、機関コードなど 

項目内でand/or/not
検索が可能 

完全一致
検索項目 

請求記号、分類、ISBN、ISSN、各種番
号類、書誌ID、全国書誌番号、官民区
分コード 

入力語の語尾に      
*をつけると 
前方一致検索 



2-3-1.検索結果 

検索結果一覧 
 検索式を直接入力して検索条件の変更が可能 

    から外部DBにリンク 
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2-3-2.検索結果 

書誌情報(1) 
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 デジタル化資料の 閲覧 

リンクを張った項目は
「リンク検索」する⇒(2) 

http://dl.ndl.go.jp/�
http://kindai.ndl.go.jp/�
http://kindai.ndl.go.jp/BIBibDetail.php?JP_NUM=46001415�


2-3-2.検索結果 

書誌情報(2) 
 リンク検索…タイトル、著者標目、件名、分類について、同じタ

イトルの他の書誌、同じ著者・件名・分類の資料を検索・一覧 
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 「一覧を表示する」「一覧を検索表示する」⇒収録記事一覧 

 任意の巻号を選択⇒記事タイトルの一覧を表示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2-3-3.検索結果 

雑誌詳細情報 

30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2-3-4.検索結果 

所蔵詳細 
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 資料の所在や利用条件などの表示 

 ログインユーザー画面にはサービスメニューを表示 

◦ 複写：館外からの遠隔複写 

◦ 閲覧予約：関西館で利用する資料の閲覧予約（関西館の所蔵
資料のみ） 

◦ 閲覧/貸出：貸出加入館への図書館館貸出 

 



2-4-1.便利な機能 

検索履歴・保存履歴 
 検索条件の履歴は「検索履歴」に表示される 

①ログイン状態で保存した履歴は次回以降のログイン時にも表示 

②検索履歴を複数選択し(☑) かけあわせて検索 
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② ① ① 

検索画面が異なる履歴の  
かけあわせ検索はできない 



2-4-2.便利な機能 

マイリスト 
 選択した資料のタイトルを保存する機能         

※ゲスト利用は、セッション終了と同時にリストも消去 
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３．アジア言語資料の検索  

3-1 総論 

3-2 朝鮮語資料の検索 
1.NDLサーチでさがす 

2.NDL-OPACでさがす 

3-3 中国語資料の検索 
1.NDLサーチでさがす 

2.NDL-OPACでさがす 

3-4 その他のアジア言語資料の検索 
1.NDLサーチでさがす 

2.NDL-OPACでさがす 
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3-1.アジア言語資料の検索 

総論 
 NDLサーチ、NDL-OPACのアジア言語資料の収録範囲 

 

 

 

 

 

 翻字・読みがな による検索 

◦ NDL-OPAC ⇒○ 書誌データに入力されていれば可能 

◦ NDLサーチ⇒× 翻字・読みがなのデータがNDLサーチに収録
       されていないため不可能 

 異体字による検索 

◦ NDL-OPAC ⇒○ 文字が正規化されているので可能 

◦ NDLサーチ⇒× 書誌データと異なる字体はヒットしない 

         例)伝説≠传说 ≠傳說 
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1985年までに受入
れた図書・年鑑 

1986年以降  
受入れた図書 

雑誌・新聞 
・年鑑(1986-) 

中国語・朝鮮語 冊子目録 
サーチ／OPAC 

サーチ／OPAC その他のアジア言語 サーチ／OPAC 

ビルマ語 サーチ／OPAC 冊子目録 



3-2-1.朝鮮語資料の検索 

NDLサーチでさがす(1) 
 翻訳機能を利用した検索 

 
 

⇒翻訳されたキーワード（ハングル）で検索した結果が表示される 
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ハングルで検索するため 
漢字表記の資料はヒットしない 

朝鮮漢字で表記された資料を 
日本漢字で検索してもヒットしない 



3-2-1.朝鮮語資料の検索 

NDLサーチでさがす(2) 

 ｢すべての連携先を検索する」にチェックを入れると
韓国国立中央図書館の蔵書も検索対象になる 
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書誌を翻訳 



3-2-2.朝鮮語資料の検索 

NDL-OPACでさがす 
 漢字での検索    

◦ 漢字表記の資料⇒可能（日本漢字、朝鮮漢字、いずれも可） 

◦ ハングル表記の資料⇒書誌データに翻訳タイトルがあれば可能 

   例） 

                   

 

 ハングルでの検索 

◦ 漢字表記の資料⇒書誌データにハングル読みがあれば可能  
         （詳細検索画面で｢広範囲に検索する」の
      チェックをはずして検索） 

 

 

 
 

◦ ハングル表記の資料⇒可能 
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文学、近代、日本など
漢字のキーワードで 
検索した場合もヒット 

例） 



3-3-1.中国語資料の検索 

NDLサーチでさがす 
 日本漢字、簡体字、繁体字は別字として認識される 
 

例)『中国统计年鉴』の所蔵機関をさがす 

   「中国統計年鑑」で検索                  
⇒日本漢字の『中国統計年鑑』のみヒット 
 

 簡体字の書誌をさがすには 

◦ はじめから簡体字で入力 

◦ ウェブ上の日本漢字・簡体字の対照表からコピー＆ペースト 

◦ NDLサーチの翻訳機能を使う 
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3-3-2.中国語資料の検索 

NDL-OPACでさがす(1) 

 漢字形、日本語カナ読み、ピンイン読みで検索  

 漢字は日本漢字、簡体字、繁体字のいずれを入力しても
検索可能 
例)伝説、デンセツ、chuan shuo ⇒ 传说・傳說  いずれもヒット 

 ※上海新華書店旧蔵書【XP-*-**】は日本語カナ読みでは検索不可 

 

一部の漢字は正規化されていない 

 ～複数の正体字が同じ簡体字に置き換わる場合～ 

例)「雑誌」で検索⇒志と誌が別の文字として認識されるため、     
         「杂志」はヒットしない         

（問題となる文字の例） 
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正体字 志  誌 系  係 制  製 歴  暦 複  復 机  機 

簡体字 志 系 制 历 复 机 



3-3-2.中国語資料の検索 

NDL-OPACでさがす(2) 
 出版地の限定 
例）台湾で出版された蒋介石に関する図書をさがす 

 

 

 
 

 

 

 

 「キーワード=蒋介石 and 言語=中国語」の図書を検索すると      
大陸、香港、マカオなどの中国語資料もヒット                  
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資料を出版地で地理的に限定する
ときは、コード表から国・地域名
を検索し、国名コードを入力する 



3-4-1.その他のアジア言語資料の検索 

NDLサーチでさがす 
 NDLサーチに収録された書誌データと同じ字体で検索
しなければヒットしない 
 

（NDLの資料の場合） 
 

   

 

 
 

     ※ローマ字翻字形は「米国図書館協会・議会図書館       
        ローマ字翻字表(ALA-LC Romanization Tables)」に基づく 
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アジア諸言語資料 ～1985年受入 1986年～受入 

図書 ローマ字翻字形 
（異体字を使用） 原綴 

雑誌・新聞 ローマ字翻字形（異体字を不使用） 

資料の種類・受入時期により、 
書誌データに用いられる字形はさまざま 
⇒まずはNDL-OPACで検索 



3-4-2.その他のアジア言語資料の検索 

NDL-OPACでさがす 
 ローマ字翻字形、異体字による検索も可能  
 

 

 

 

 

 

 

例）アラビア語図書『مجلس الشعب المصري』【Y775-S143】      
⇒原綴…○ 翻字形(Majlis al-shaʿb al-Miṣrī)…○                   

例）タイ語新聞『มติชน』【Y745-SN-1】                   

⇒原綴…× 翻字形(Matichon)…○            
     

 言語コードの選択でヒット件数が抑えられる場合も 
◦ (参考）アジア情報室所蔵の現地語資料の所蔵数一覧表 

http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data.php 
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～1985年受入 1986年～受入 

図書 ローマ字翻字形 原綴、ローマ字翻字形 

雑誌・新聞 ローマ字翻字形 

http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data.php�
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data.php�
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data.php�
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data.php�


まとめ 

     NDL・他機関の冊子体・電子媒体の情報を   
   一元的に検索できます。 
 

     NDL所蔵資料の検索システムです。翻字・   
   読みがな・異体字による検索が可能です。 
  （言語・資料種別・受入時期等により異なる） 

    

     資料の利用申込み画面や外部データベース  
   にリンクします。 
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【別紙：関連アドレス一覧】 

 NDLサーチの使い方 
◦ NDLサーチトップ >ヘルプ 

◦ http://iss.ndl.go.jp/help/help_ja/help.html 

 NDL-OPACの使い方 
◦ NDL-OPACトップ >ヘルプ 

◦ https://ndlopac.ndl.go.jp/help.jpn.html 

 NDLの利用者（機関）登録 
◦ NDLトップ > 利用案内 > 登録利用者制度 > 登録利用者
（機関）になると  

◦ http://www.ndl.go.jp/jp/information/guide_02.html 

 図書館間の複写サービス・貸出サービス 
◦ NDLトップ > 図書館員の方へ > 国立国会図書館 図書館
協力ハンドブック （第５章・第６章） 

◦ http://www.ndl.go.jp/jp/library/handbook/index.html 
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https://ndlopac.ndl.go.jp/help.jpn.html�
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