
国立国会図書館サーチ　検索対象データベース一覧（2014年11月4日現在）

名称 概要説明 メタデータ件数 更新頻度 URL

国立国会図書館

名称 概要説明 メタデータ件数 更新頻度 URL

NDL-HP掲載刊行物

国立国会図書館のホームページにて掲載しているデジタ
ル刊行物。
※ＮＤＬ－ＨＰ掲載刊行物に含まれるデータベースの詳細
は（http://iss.ndl.go.jp/information/target/ndl-hp/）を参
照。

約3,400件 月1回
http://iss.ndl.go.jp/informati
on/ndl-hp/

NDL-OPAC
国立国会図書館蔵書検索・申込システム。図書、雑誌新
聞、電子資料、和古書・漢籍、博士論文、地図、音楽録音・
映像資料、蘆原コレクションの検索、申込みが可能。

約720万件 日次 https://ndlopac.ndl.go.jp

NDL雑誌記事索引 当館の雑誌記事索引の一部が検索対象。 約1千万件 日次 https://ndlopac.ndl.go.jp

インターネット資料収集保存
事業（WARP）

インターネット上で提供される電子雑誌､政府機関・協力機
関のウェブサイト等の情報を収集・ 保存し、提供している
システム。

約7,200タイトル -（横断検索） http://warp.da.ndl.go.jp/

カレントアウェアネス
図書館に関する内外の最新動向と、図書館及び図書館情
報学に関する調査・研究活動の成果を紹介するサイト。

約2,400件
CA-Eは週1回、
CAは年4回

http://current.ndl.go.jp/

国立国会図書館DAISY資料
国立国会図書館が製作した「学術文献録音図書DAISY資
料」のデータと、公共図書館が製作し国立国会図書館が収
集した音声DAISYデータが検索できる。

約900件 週1回
検索は国立国会図書館サー
チからのみ可能

国立国会図書館デジタルコレ
クション（電子書籍・電子雑
誌）

国立国会図書館が収集したインターネット上の刊行物を検
索・閲覧できるシステム。国の機関や地方公共団体、独立
行政法人、大学などがウェブサイトに掲載した白書、年
鑑、報告書、広報誌、雑誌論文等を収録。

約18万件 週1回 http://dl.ndl.go.jp/#internet

国立国会図書館デジタルコレ
クション

国立国会図書館で収集・集積されているさまざまなデジタ
ル化資料を検索・閲覧できるシステム。

約227万件 週1回 http://dl.ndl.go.jp/

国会会議録検索システム
第1回国会（昭和22（1947）年）以降の国会会議録をテキス
トとデジタル画像で閲覧できるシステム。会議名、発言者
名、発言内容等で検索できる。

約9万2千件 -（横断検索） http://kokkai.ndl.go.jp/

児童書総合目録
日本国内で児童書を所蔵する機関の児童書・関連資料の
所蔵情報を一元的に検索可能な目録システム。

約49万件 随時
http://iss.ndl.go.jp/kodomo/i
ndex.html

全国新聞総合目録データ
ベース

新聞の所蔵機関、それぞれの機関が所蔵している新聞の
検索、所在地、連絡先、公開・複写・レファレンスの可否等
が提供するシステム。

約4万件 随時
http://iss.ndl.go.jp/shinbun/i
ndex.html

総合目録ネットワーク（ゆにか
ねっと）

全国の都道府県立図書館・政令指定都市立中央図書館・
国立国会図書館の所蔵する主に和図書を検索できる。

約4,400万件 随時 http://iss.ndl.go.jp/somoku/

帝国議会会議録検索システ
ム

帝国議会全会期（明治23（1890）年～昭和22（1947）年）の
速記録をデジタル画像で閲覧できるシステム。

約2万6千件 -（横断検索）
http://teikokugikai-
i.ndl.go.jp/

点字図書・録音図書全国総合
目録

全国の公共図書館・点字図書館等が視覚障害者の利用
に供するために製作した、点字図書・録音図書を検索でき
る。

約10万件 日次 https://ndlopac.ndl.go.jp

電子展示会
当館所蔵のユニークな資料を中心に、わかりやすい解説
を加え、紹介している電子展示会。

約3,600件 随時
http://www.ndl.go.jp/jp/galle
ry/index.html

日本法令索引
明治19（1886）年以降の法令の制定・改廃等の情報と、帝
国議会・国会に提出された法案の審議経過等の情報を検
索できるシステム。

約14万3千件 -（横断検索）
http://hourei.ndl.go.jp/Searc
hSys/

日本法令索引〔明治前期編〕
慶応3（1867）年の大政奉還から明治19（1886）年公文式施
行に至るまでに制定された法令の制定・改廃情報を検索
できるシステム。

約4万4千件 更新なし
http://dajokan.ndl.go.jp/Sea
rchSys/index.pl

リサーチ・ナビ（調べ方案内）
国立国会図書館職員が日々の業務の中で蓄積した、特定
テーマ（トピック）の調べものに役立つ資料や調べ方のノウ
ハウを提供するサイト。

約1,800件 週1回
http://rnavi.ndl.go.jp/resear
ch_guide/

レファレンス協同データベース

公共図書館、大学図書館、専門図書館、学校図書館等に
おけるレファレンス事例、調べ方マニュアル、特別コレク
ション及び参加館プロファイルに係るデータを蓄積し、デー
タをインターネットを通じて提供しているシステム。

約75,000件 週3回
http://crd.ndl.go.jp/jp/public
/
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国立国会図書館サーチ　検索対象データベース一覧（2014年11月4日現在）

名称 概要説明 メタデータ件数 更新頻度 URL

学術情報機関

名称
[提供機関]

概要説明 メタデータ件数 更新頻度 URL

CiNii Articles
[国立情報学研究所]

学協会刊行物・大学研究紀要・国立国会図書館の雑誌記
事索引データベースなど、学術論文情報を検索の対象と
する論文データベース・サービス。

学術論文情報
約420万件

未定 http://ci.nii.ac.jp/

CiNii Books
[国立情報学研究所]

全国の大学図書館等が所蔵する本（図書や雑誌等）の情
報を検索できるサービス。

書誌情報
約1,000万件

-（横断検索） http://ci.nii.ac.jp/books/

JAIRO
[国立情報学研究所]

日本の学術機関リポジトリに蓄積された学術情報を横断
的に検索できる、学術機関リポジトリポータル。

大学等研究機関の
学術情報
約164万件

週1回 http://jairo.nii.ac.jp/

J-STAGE
[科学技術振興機構]

日本国内の科学技術情報関係の電子ジャーナル発行を
支援するシステム。

約15万件 随時
http://www.jstage.jst.go.jp/b
rowse/-char/ja

国立情報学研究所 「東洋文
庫所蔵」貴重書デジタルアー
カイブ
[国立情報学研究所]

シルクロードに関連した基本文献史料として著名な貴重書
を、全ページデジタル化したデジタルアーカイブ。専門家に
よるテキスト入力・翻訳とOCR（文字認識）の併用により全
文検索が可能。

約6万件 -（横断検索）
http://dsr.nii.ac.jp/toyobunk
o/

人間文化研究機構　統合検
索システム
[人間文化研究機構]

人間文化研究機構を構成する6研究機関（国立歴史民俗
博物館、国文学研究資料館、国立国語研究所、国際日本
文化研究センター、総合地球環境学研究所、国立民族学
博物館）が提供する100を越えるデータベースを検索でき
るシステム。
※書誌詳細画面に表示される「データベースID」と各研究
機関が提供するデータベース名との対応については、人
間文化研究機構統合検索システムデータベース一覧をご
覧ください。

約400万件 -（横断検索） http://int.nihu.jp/
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国立国会図書館サーチ　検索対象データベース一覧（2014年11月4日現在）

名称 概要説明 メタデータ件数 更新頻度 URL

公共図書館・地方公共団体

名称
[提供機関]

概要説明 メタデータ件数 更新頻度 URL

秋田県立図書館デジタルアー
カイブ
[秋田県立図書館]

秋田県立図書館が所蔵する貴重資料や郷土資料のデジ
タル化資料及び雑誌新聞記事索引を公開するサイト

約44万件 週1回
http://da.apl.pref.akita.jp/lib
/

イーハトーブ岩手電子図書館
（岩手県立図書館）
[岩手県立図書館]

岩手ゆかりの宮澤賢治、石川啄木の作品や、岩手の古文
書、地図などを公開するサイト。

88件 随時
http://www.library.pref.iwate
.jp/ihatov/index/sakuin.html

茨城県立図書館デジタルライ
ブラリー
[茨城県立図書館]

茨城県立図書館が所蔵する貴重資料を、オンラインで公
開するサイト。

41件 未定
http://www.lib.pref.ibaraki.jp
/home/digital_lib/digital_lib_
main.html

石川県立図書館貴重資料
ギャラリー + 地域資料ライブ
ラリー
[石川県立図書館]

貴重資料ギャラリー：石川県立図書館が所蔵する貴重な
文献の数々を閲覧できるサイト。
地域資料ライブラリー：石川県庁の出版物を中心に、イン
ターネットで読める石川県内の資料を閲覧できるサイト。

約410件 未定
http://www.library.pref.ishik
awa.jp/toshokan/index.html

叡智の杜Web（宮城県図書
館）
[宮城県図書館]

宮城県に関する記事・論文索引や，「伊達文庫」や「青柳
文庫」など古典籍等の書誌情報やデジタル化資料といった
宮城県図書館の持つ様々な知に触れることができる電子
図書館。

約52000件 月1回
http://eichi.library.pref.miya
gi.jp/

大阪府立中之島図書館 貴重
書画像データベース
[大阪府立中之島図書館]

大阪府立中之島図書館が「貴重書」に指定した資料につ
いて、マイクロフィルムからデジタル化した電子画像を提供
するシステム。

約360件 随時
http://rarebooks.library.pref.
osaka.jp/

岡山市立中央図書館 郷土資
料画像集
[岡山市立中央図書館]

岡山市立中央図書館が収集した、岡山に関する美術品や
歴史的資料のデジタル化画像を閲覧できるサイト。

55件 随時
http://www.city.okayama.jp/
kyouiku/chuotoshokan/chuo
toshokan_s00124.html

沖縄県立図書館『貴重資料デ
ジタル書庫』
[沖縄県立図書館]

沖縄県立図書館が所蔵する貴重書を画像で閲覧できるサ
イト。解説文、資料マップ、資料年表、翻刻資料も掲載。首
里古地図、琉球染織、球陽、歴代宝案、各種碑文の拓本、
山之口貘自筆原稿などを公開。

1,146件 随時
http://archive.library.pref.oki
nawa.jp/

神奈川県立図書館 デジタル
アーカイブ
[神奈川県立図書館]

神奈川県立図書館が所蔵する”浮世絵”等の絵画資料を
デジタル化し、公開しているサイト。

約260件 随時
http://www.klnet.pref.kanag
awa.jp/yokohama/archive/d
_archive_top.htm

川崎市立図書館 Webギャラ
リー
[川崎市立図書館]

川崎市立図書館所蔵の貴重な資料を画像で掲載するサイ
ト。小串嘉男氏寄贈の写真からのピックアップであり、昭和
３０年頃の川崎駅周辺の様子が写し出された『おもいで昭
和３９年前後の川崎駅前～小串嘉男写真集より～』と、川
崎と川崎の風物・歴史に関係する浮世絵のコレクションで
ある『浮世絵に描かれた川崎 中原図書館所蔵浮世絵コレ
クション』からなる。

78件 随時
http://www.library.city.kawa
saki.jp/webgarary/index.htm
l

岐阜県図書館 岐阜県関係資
料＋地図資料
[岐阜県図書館]

岐阜県図書館が公開するデジタル資料。電子化した郷土
資料・ファッション関係貴重資料を公開する『岐阜県関係資
料デジタルコレクション』、
岐阜県４２市町村を「木」「民俗」など１２のキーワードで分
類し、動画（一部）、写真、テキスト、音声資料を公開する
『平成の風土記 岐阜』、
デジタル化した古地図（一部）を公開する『古地図の世
界』、世界分布図センターの機関誌『分布図情報(No.32
～)』からなる。

約1500件 随時
http://www.library.pref.gifu.l
g.jp/index.html

京都府立総合資料館所蔵 貴
重書データベース
[京都府立総合資料館、京都
府立図書館]

京都府立総合資料館が所蔵している貴重書をデジタル化
し、京都府立図書館のHPで公開しているデータベース。

約190件 -（横断検索）
http://www3.library.pref.kyo
to.jp/index.html

埼玉県立図書館 デジタルライ
ブラリー
[埼玉県立図書館]

埼玉県立浦和図書館が所蔵している貴重書（江戸時代後
半の埼玉県に関係した和書や錦絵）、絵図、図書・雑誌
（明治・大正期）のデジタル化画像を閲覧できるサイト。

75件 随時
https://www.lib.pref.saitama.
jp/stplib_doc/data/d_conts/i
ndex.html

札幌市中央図書館デジタルラ
イブラリー
[札幌市中央図書館]

札幌市中央図書館が所蔵する、主に江戸後期から明治期
までの貴重資料をデジタル化して公開するサイト。古典
籍、北海道関係を中心とした古書、古地図、自筆資料、錦
絵などが検索できる。

約1100件 週1回
http://gazo.library.city.sapp
oro.jp/

滋賀県立図書館 近江デジタ
ル歴史街道
[滋賀県立図書館]

滋賀県立図書館が所蔵する絵図や古文書、浮世絵などの
貴重資料をデジタル化して公開するサイト。

約2,600件 週1回
http://www.shiga-pref-
library.jp/wo/da/search/

静岡県立中央図書館 デジタ
ルライブラリー
[静岡県立中央図書館]

静岡県立中央図書館が公開するデジタル資料。静岡県立
中央図書館が所蔵する葵文庫（江戸幕府旧蔵書）、久能
文庫（初代静岡県知事関口隆吉収集資料）、浮世絵（上村
翁旧蔵浮世絵集コレクション）を公開する電子図書館と、
葵文庫、古地図コレクション、幕末関係資料を公開する電
子展示会からなる。

約3,800件 月1回
http://www.tosyokan.pref.sh
izuoka.jp/contents/library/i
ndex.html

3 / 8 ページ



国立国会図書館サーチ　検索対象データベース一覧（2014年11月4日現在）

名称 概要説明 メタデータ件数 更新頻度 URL

資料の森（千葉県立中央図書
館 電子図書館）
[千葉県立中央図書館]

千葉県立中央図書館が所蔵する、錦絵や絵地図、南総里
見八犬伝関係資料、房総数学文庫など、主に千葉県に関
する貴重書のデジタル画像を閲覧できるサイト。

約820件 随時
http://www.library.pref.chiba
.lg.jp/05e_library/index.html

信州デジくら
[長野県デジタルアーカイブ推
進協議会]

長野県が所蔵している各種資料をデジタル化し、公開する
サイト。県立歴史館、県立長野図書館、信濃美術館・東山
魁夷館を中心とした所蔵データを順次公開している。

約2,200件 -(横断検索)
http://digikura.pref.nagano.lg
.jp/

高橋由一 石版画の世界（山
形県立図書館）
[山形県立図書館]

高橋由一が山形県令としても有名な三島通庸の命をうけ、
三島の土木事業（新道開鑿）の全貌を後世に伝えるため
に、栃木・福島・山形の新道を約２００図写生し、「山形・福
島・栃木三県新道景色石版画三帖」などとしてまとめた作
品の中から、山形県立図書館が所蔵する手彩色石版画５
５点を掲載している。

55件 随時
http://www.lib.pref.yamagat
a.jp/digilib/index.html

デジタル岡山大百科
[岡山県立図書館]

岡山県域の図書館、各種機関、個人の提供するコンテン
ツの検索、内容視聴を可能としている郷土情報の電子図
書館システム。

郷土情報ネットワー
ク
約81,000件

-(横断検索)
http://digioka.libnet.pref.oka
yama.jp/

徳島県立図書館 デジタルライ
ブラリ
[徳島県立図書館]

徳島県立図書館が所蔵する絵図、阿波国文庫、阿波学会
研究紀要を公開するサイト。

96件 随時

http://www.library.tokushim
a-
ec.ed.jp/digital/pdigitalcollec
tion.html

都市横浜の記憶（横浜市中央
図書館）
[横浜市中央図書館]

横浜市中央図書館が都市横浜の記憶装置として、これま
で蓄積をしてきた横浜資料を活用し、横浜の変遷、成長過
程を浮き彫りにすることを目的としたサイト。画像情報（本、
雑誌、浮世絵、絵葉書、絵地図、絵図）と文字情報から構
成される。

約10,000件 年1回
http://memories.lib.city.yoko
hama.jp/cats/

鳥取県立図書館所蔵絵図
[鳥取県立図書館]

鳥取県立図書館の所蔵している古絵図の画像を公開して
いるサイト。

83件 随時
http://www.library.pref.totto
ri.jp/kyodo/ezu_top.html

富山県立図書館 古絵図・貴
重書ギャラリー
[富山県立図書館]

富山県立図書館が所蔵する貴重資料と、富山県の各地域
にわたる絵図類などをデジタル化し、公開しているサイト。

約3,100件 随時
http://www.lib.pref.toyama.j
p/gallery/collection/

名古屋の絵葉書集（名古屋市
鶴舞中央図書館）
[名古屋市鶴舞中央図書館]

鶴舞中央図書館が所蔵する明治後半から昭和初期にか
けて刊行された絵葉書のうち、名古屋の名所や建築物な
どの絵葉書をデジタル化し、公開しているサイト。

約130件 随時
http://www.library.city.nago
ya.jp/collection/postcard.ht
ml

奈良県地域史料目録
[奈良県立図書情報館]

奈良県地域の史料の紹介や研究、史料を翻刻したものや
影印で複製した書（誌）、それに史料の目録掲載書（誌）が
検索できるデータベースを目指して奈良県図書館協会の
地域資料研究会が作成した目録。

約13,000件 週1回
http://www2.library.pref.nar
a.jp/nlmc/

奈良県立図書情報館ふるさと
デジタル化書籍 ＋ 絵図展示
ギャラリー
[奈良県立図書情報館]

奈良県立図書情報館が所蔵するデジタル化書籍、および
所蔵する絵図を公開するサイト。

260件  未定

http://opacsvr01.library.pref
.nara.jp/mylimedio/dirsearch
/dirsearch.do?dirid=furusato
http://www.library.pref.nara.j
p/gallery/ezu/index.html

新潟県立図書館/新潟県立文
書館 越後佐渡デジタルライブ
ラリー
 [新潟県立図書館/新潟県立
文書館]

新潟県立図書館と新潟県立文書館が所蔵する、上杉謙信
以降４００年間の新潟県関係歴史資料を、公開しているサ
イト。新潟県史の概説版である『新潟県のあゆみ』（平成２
年発行）の記述に沿って、歴史資料の画像も提供してい
る。

約1,100件 随時
http://www.pref-
lib.niigata.niigata.jp/Archives
/DigitalLibrary

函館市中央図書館所蔵デジ
タルアーカイブ　デジタル資料
館
[函館市中央図書館]

函館市中央図書館が公開するデジタル資料。高精細画像
による古地図を公開している『函館の古地図』、高精細画
像による函館および函館周辺の絵葉書を公開している『函
館の絵葉書』、約2500点に及ぶポスター資料等を簡易
データベースで公開している『はこだてポスターコレクショ
ン』、情報誌「ステップアップ」 に掲載された「函館ゆかり人
物伝」を公開している『はこだて人物誌』からなる。

約11,000件 月1回
http://www.lib-
hkd.jp/digital/

広島市立中央図書館 特別集
書
[広島市立中央図書館]

広島市立中央図書館が所蔵している貴重な資料や特別コ
レクション。「Web広島文学資料室」は、広島文学資料室収
集資料から作家別にデジタル化したものを紹介している。
また、「Webギャラリー」では、浅野文庫所蔵資料等から貴
重な画像を紹介している。

約270件 随時
http://www.library.city.hiros
hima.jp/special/

福岡県立図書館 デジタルライ
ブラリ
[福岡県立図書館]

福岡県立図書館が所蔵する貴重資料・郷土資料のデジタ
ル化画像を閲覧できるサイト。

49件 随時
http://www.lib.pref.fukuoka.j
p/degital

北海道立図書館 北方資料デ
ジタル・ライブラリー
[北海道立図書館]

北海道立図書館北方資料部が保管している貴重書・古地
図・文書コレクションなどを閲覧できるシステム。

約1,800件 週1回
http://www3.library.pref.hok
kaido.jp/digitallibrary/

三重県立図書館 和漢籍資料
デジタル閲覧室
[三重県立図書館]

三重県立図書館地域資料コーナー内のコンテンツ。三重
県立図書館が所蔵する和漢書１３点のデジタル画像を閲
覧できる。

13件 随時
http://www.library.pref.mie.l
g.jp/digibook/index.htm

宮崎県立図書館 貴重書デジ
タルアーカイブ
[宮崎県立図書館]

宮崎県立図書館が所蔵する貴重書等のデジタル化画像を
検索・閲覧できるサイト。

58件 随時
http://www.lib.pref.miyazaki.
lg.jp/DigitalArchiveWeb/Digi
ArcMenu.do

東京都立図書館デジタルアー
カイブ（TOKYOアーカイブ）
[東京都立図書館]

東京都立図書館がデジタル化した、江戸・東京に関する資
料画像を検索・閲覧できるシステム。
江戸城造営関係資料、浮世絵、江戸図、絵葉書、東京府・
東京市関係資料など１３カテゴリを公開。

約25,000件 週1回
http://archive.library.metro.t
okyo.jp/da/top
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国立国会図書館サーチ　検索対象データベース一覧（2014年11月4日現在）

名称 概要説明 メタデータ件数 更新頻度 URL

大学図書館

名称
[提供機関]

概要説明 メタデータ件数 更新頻度 URL

慶應義塾写真データベース
[慶應義塾図書館]

福澤諭吉の留学時代から現在のキャンパス風景に至るま
での、慶應義塾に関する貴重な写真史料を収録している
データベース。

写真史料
約1,600件

未定
http://photodb.mita.lib.keio.a
c.jp/index.html

慶應義塾図書館デジタルギャ
ラリー
[慶應義塾図書館]

慶應義塾図書館が所蔵する貴重書や特殊コレクションの
一部をデジタルギャラリーとして公開するサイト。IPA電子
図書館プロジェクトや「デジタルアーカイヴ・リサーチセン
ター」（DARC）プロジェクトの成果である高精細デジタル
データの一部に解説を付与し、デジタルギャラリーとして公
開。

貴重書
約2,800件

未定
http://project.lib.keio.ac.jp/d
g_kul/index.html

神戸大学附属図書館新聞記
事文庫
[神戸大学]

神戸大学経済経営研究所によって作成された、商業経済
を中心とした新聞切抜資料より、主として明治末から戦前
期までをデジタル化したアーカイブ。

新聞切抜資料
約24万件

-（横断検索）
http://www.lib.kobe-
u.ac.jp/sinbun/

古典籍総合データベース
[早稲田大学図書館]

早稲田大学図書館が所蔵する古典籍・古文書・自筆資料
等について、その書誌情報と関連研究資料、さらには全文
の画像を広く一般に公開するデータベース。総数は約30万
点、国宝２件、重要文化財５件（200点以上)を含むあらゆ
る分野の資料を、具体的詳細な書誌情報と、鮮明なカラー
画像で閲覧できる。

古典籍
約5,500点

未定
http://www.wul.waseda.ac.jp
/kotenseki/index.html

筑波大学附属図書館 貴重書
コレクション
[筑波大学附属図書館]

筑波大学電子図書館(TULIPS)で、電子化し公開している
貴重書、紀要、学位論文等のうち、筑波大学附属図書館
が所蔵する貴重書等のコレクション。

約1万件 未定
https://www.tulips.tsukuba.a
c.jp/portal/rare.php

奈良女子大学所蔵資料電子
画像集
[奈良女子大学]

奈良女子大学の所蔵資料、社寺等が所蔵する奈良地域
に関連する貴重資料を電子化し、公開しているサイト。

約1,042件 未定
http://www.lib.nara-
wu.ac.jp/nwugdb/

駒澤大学電子貴重書庫
[駒澤大学図書館]

駒澤大学、駒澤大学図書館が所蔵している貴重な禅籍・
仏教書を中心に、あわせて国文学・国語学・語学・歴史学
等の各分野の貴重な資料の書誌と画像を広く公開してい
るサイト。

約518件 月1回
http://repo.komazawa-
u.ac.jp/retrieve/kityou/
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国立国会図書館サーチ　検索対象データベース一覧（2014年11月4日現在）

名称 概要説明 メタデータ件数 更新頻度 URL

専門図書館

名称
[提供機関]

概要説明 メタデータ件数 更新頻度 URL

沖縄戦関係資料閲覧室　所
蔵資料検索
[内閣府沖縄振興局沖縄戦関
係資料閲覧室]

沖縄戦関係資料閲覧室の所蔵資料検索システム。内閣府
（旧沖縄開発庁）が、平成12年度から13年度にかけて収集
した、国(防衛省、厚生労働省、国立公文 書館等)及び都
道府県の沖縄戦に関する公文書やアメリカ合衆国の国立
公文書館、海兵隊歴史センタ ーの所蔵資料などからな
る。 また、公文書以外にも、沖縄戦に関する図書、写真集
やビデオ 、DVDなどの映像資料も収蔵している。

約3,500件 未定
http://www.okinawa-
sen.go.jp/search.php

サピエ図書館
［全国視覚障害者情報提供施
設協会］

全国の視覚障害者情報提供施設(点字図書館)や公共図
書館、ボランティア団体、大学図書館などが製作または所
蔵している点字図書や録音図書の検索システム。サピエ
会員であれば、点字・デイジーデータのダウンロードができ
る。

約47万件 週1回 https://www.sapie.or.jp/

水産総合研究センター図書資
料デジタルアーカイブ
[独立行政法人水産総合研究
センター]

渋沢敬三氏寄贈による祭魚洞文庫（5,700冊）をはじめ多く
の稀覯資料を所蔵している水産総合研究センターの資料
をデジタル化し公開しているサイト。

約15タイトル 未定
http://nrifs.fra.affrc.go.jp/bo
ok/D_archives/index.html

日本原子力研究開発機構図
書館所蔵資料データベース
（JAEA図書館OPAC）
[日本原子力研究開発機構]

JAEA図書館の所蔵資料検索システム。原子力及び周辺
分野の専門図書、レポート類（米国エネルギー省（DOE）の
レポート、国際原子力情報システム（INIS）の非市販資料、
世界各国の主要な原子力研究機関の技術報告書等）、
DOCKET（米国原子力規制委員会が原子力関係施設の管
理者と取り交わした申請書や報告書類を公開した資料）が
検索できる。

専門図書
約5万冊、
レポート類
約73万件、
DOCKET
約36万5千件

-（横断検索）
http://library-
documents.jaea.go.jp/opac/
br_search.asp

農林水産関係試験研究機関
総合目録
[農林水産研究情報総合セン
ター]

農林水産省所管の全国の試験研究機関が所蔵する図書
資料類および雑誌の総合目録。書誌・所在情報を提供し
ている。

約65万件 日次 http://opac.cc.affrc.go.jp/
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国立国会図書館サーチ　検索対象データベース一覧（2014年11月4日現在）

名称 概要説明 メタデータ件数 更新頻度 URL

公文書館、博物館

名称
[提供機関]

概要説明 メタデータ件数 更新頻度 URL

e国宝 - 国立博物館所蔵 国
宝・重要文化財
[国立文化財機構]

国立文化財機構の4つの国立博物館 （東京国立博物館、
京都国立博物館、 奈良国立博物館、九州国立博物館）が
所蔵する国宝・重要文化財の高精細画像を、多言語（日本
語、英語、フランス語、中国語、韓国語）による解説ととも
に、閲覧することができるサイト。

約1,000件 -（横断検索） http://www.emuseum.jp/

アジア歴史資料データベース
[国立公文書館 アジア歴史資
料センター]

近現代の日本とアジア近隣諸国等との関係に関わる重要
な日本の公文書やその他の記録を収録しているデータ
ベース。国立公文書館、外務省外交史料館、防衛省防衛
研究所戦史研究センターが保管するアジア歴史資料のう
ち、デジタル化が行われた資料を順次公開している。

約162万件  -（横断検索） http://www.jacar.go.jp/

国立公文書館デジタルアーカ
イブ
[国立公文書館]

国立公文書館が所蔵する、歴史資料として重要な公文
書、古書・古文書等の目録データベースの検索、また、重
要文化財や大判絵図等を高画質のデジタル画像で閲覧が
できるシステム。

公文書目録データ
72万冊分(うち、資
料画像提供 約470
万コマ)
内閣文庫 約48万冊
分

-（横断検索）
http://www.digital.archives.g
o.jp/

独立行政法人国立美術館 所
蔵作品総合目録検索システ
ム
[独立行政法人国立美術館]

独立行政法人国立美術館の４つの美術館が所蔵している
作品の総合目録を検索できるシステム。

約3万件 未定
http://search.artmuseums.g
o.jp/

奈良国立博物館収蔵品デー
タベース
[奈良国立博物館]

奈良国立博物館の収蔵する文化財を検索するデータベー
ス。仏教美術や考古遺品を中心に、国宝、重要文化財を
含む多数の文化財を展示・保管している。

約1,800件 随時
http://www.narahaku.go.jp/c
ollection/
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国立国会図書館サーチ　検索対象データベース一覧（2014年11月4日現在）

名称 概要説明 メタデータ件数 更新頻度 URL

その他

名称
[提供機関]

概要説明 メタデータ件数 更新頻度 URL

hon.jp
[株式会社hon.jp]

株式会社hon.jpが運営する、電子書籍の検索エンジン。多
数の販売サイトの電子書籍を、一括して検索することがで
きる。

約22万件  -（横断検索） http://hon.jp/

JapanKnowledge
[株式会社ネットアドバンス]

辞書・事典を中心にした総合データベース。総項目数約
260万の知識データを一括検索することができる。

約264万件 年2回
http://www.japanknowledge.
com/

JPO近刊情報センター
[JPO近刊情報センター]

出版社からの近刊情報を集約し、書店・取次に配信するこ
とを目的としたシステム。

不明 日次 なし

青空文庫
[青空文庫]

著者の死後50年を経て著作権の切れた作品等を電子化し
て提供している、富田倫生氏ら有志により運営されている
利用に対価を求めないインターネット電子図書館。

約9,900件 月1回 http://www.aozora.gr.jp/

インターネットマガジン バック
ナンバーアーカイブ
[株式会社インプレスR&D]

日本のインターネットの歩みを記録した貴重な資料であ
る、インプレス『インターネットマガジン』1994年10月号から
2006年5月号までの全記事を公開するサイト。

約3,200件 -（横断検索） http://i.impressrd.jp/bn

韓国国立中央図書館蔵書目
録
[韓国国立中央図書館]

韓国国立中央図書館が所蔵する資料を検索できる蔵書目
録検索システム。

不明 -（横断検索）
http://www.nl.go.kr/japanes
e/index.jsp

裁判官訴追委員会HP
[裁判官訴追委員会]

裁判官訴追委員会ホームページの内容を検索します。（リ
ンク集等を除く。）

約50件 週1回 http://www.sotsui.go.jp/

裁判官弾劾裁判所HP
[裁判官弾劾裁判所]

裁判官弾劾裁判所ホームページの内容を検索します。（お
問い合わせ、キッズページ等を除く。）

約120件 週1回 http://www.dangai.go.jp/

参議院HP
[参議院]

参議院ホームページの内容を検索します。（見学・傍聴、
キッズページ等を除く。）

約51,000件 週1回 http://www.sangiin.go.jp/

衆議院HP
[衆議院]

衆議院ホームページの内容を検索します。（傍聴案内、参
観手続き等を除く。）

約87,000件 週1回 http://www.shugiin.go.jp/

新書マップ
[NPO法人連想出版]

約1,000のテーマについて、関連する本のリスト、本の概要
や目次、それらを読み解くための読書ガイドを付した、新し
いスタイルの読書案内システム。

約1,100件 月2回 http://shinshomap.info/

日本ペンクラブ電子文藝館
[日本ペンクラブ]

幕末を含む明治維新期から現代までの日本文学を提供し
ている電子図書館。著作権が存続する作品も、著者や遺
族、版元の了承を得て公開している。

約740件 未定
http://www.japanpen.or.jp/e
-bungeikan/

宮田村インターネット博物館
[宮田村デジタルエコミュージ
アム研究会]

インターネット上に博物館に見立てたデジタルアーカイブを
構築し、宮田村の魅力を集約・発信するサイト。

3件 月1回 http://www.miyada.jp/

国立女性教育会館女性デジ
タルアーカイブシステム
[国立女性教育会館]

男女共同参画社会の形成に顕著な業績を残した女性、全
国的な女性団体や、女性教育・男女共同参画施策等に関
する史・資料の収集を行っている国立女性教育会館女性
アーカイブセンターが所蔵する資料の目録とデジタル画像
を提供しているデータベース。

約10000件 月1回
http://w-
archive.nwec.jp/il4/meta_pu
b/G0000002warchive
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