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国立国会図書館における文書管理等の現状 

 

 

 

 

 
１ 国立国会図書館が保有する文書 

（1）事務・事業運営上作成又は取得する文書 

（2）図書館資料としての（歴史的な）文書 

 

 

 

 
２ 事務・事業運営上作成又は取得する文書 

（1）文書管理の規則 

国立国会図書館文書取扱内規：文書の取扱い全般の定め 

国立国会図書館文書決裁内規：文書の決裁及び施行に関する定め 

国立国会図書館文書保存区分内規：文書の保存区分の基準に関する定め 

 

 

（2）文書管理の規則の適用範囲 

国立国会図書館の所掌事務に係る一切の書類（文書取扱内規第２条第１号） 

 

 

（3）管理体制 

○ 文書取扱主任 

文書管理上の部局の主務課に置き、館長が命ずる。当該部局において文書

の取扱いに関する事務の処理に当たる。 

○ 総務部総務課長 

文書の取扱いに関する事務の調整を行う。 

参考資料１（事務・事業運営上作成又は取得する文書の管理体制及びライフサイクル）参照 
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（4）保存文書の管理 

○ 文書の保存期間 

永久、１０年、５年、１年 

○ 文書の保存区分の基準 

文書保存区分内規に定める。 

○ 永久保存文書 

主管部局から引継ぎを受け、総務部総務課が保存する。（総務部人事課及び総

務部会計課が所管する文書並びに主管部局の長が当該部局で保存する必要があると認め、

総務部総務課長と協議の上当該部局で保存することとした文書を除く。） 

○ 永久保存文書以外の文書 

主管部局が保存する。 

○ 保存場所 

永久保存文書→総務部総務課の執務室（集中管理） 

 永久保存文書以外の文書→主管部局の執務室・文書庫（分散管理） 

電子媒体の文書→文書管理システム（集中管理）、グループウェア（集中管理）、

各主管部局のファイルサーバ等（分散管理）に保存する。 

○ 管理方法 

保存期間別・事項別に分類し、文書番号順に整理し、目録を付して編集 

○ 保存期間満了の文書 

主管部局において廃棄する。ただし、主管部局の長が引き続き保存する必

要があると認める文書は、更に期間を定めて保存することができる。 

参考資料１（事務・事業運営上作成又は取得する文書の管理体制及びライフサイクル）参照 

 

 

（5）国立公文書館への移管 

協議について 

 

 

（6）ＩＴ化に対応した文書管理 

文書管理システムにおいて作成又は取得した文書については、書誌情報を記

録し、館内で共有している。 

 

 

（7）文書の利活用 

保存文書は、現用文書として利用。 

国立国会図書館の主要な法規、政策・方針、統計、年報、各種刊行物、調達

情報などは、ホームページ上で公表している。 

情報公開制度の制定を検討中。 
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 ３ 図書館資料としての（歴史的な）文書 

（1）管理の規則 

国立国会図書館資料管理事務取扱細則：物品としての図書館資料の管理全般

の定め 

 

（2）管理の規則の適用範囲 

図書館資料すべて 

参考資料２（国立国会図書館のおける特色ある歴史的文書等）参照 

 

（3）管理体制 

物品管理官、物品供用官 

参考資料３（図書館資料の管理体制及びライフサイクル）参照 

 

（4）図書館資料の管理 

○ 原則として廃棄しない。 

○ 保存場所：紙資料・マイクロ資料 

→書庫、貴重書庫、マイクロ保存庫（集中管理） 

デジタル化資料 

→サーバ（集中管理） 

○ 管理方法：資料に付与される分類記号・番号順に書架に配置（紙資料・マイ

クロ資料） 

参考資料３（図書館資料の管理体制及びライフサイクル）参照 

 

（5）国立公文書館への移管 

移管対象ではない。 

 

（6）ＩＴ化に対応した管理 

業務システムである電子図書館基盤システムにおいて図書館資料の書誌情

報・所在情報を記録し、蔵書検索･申込システム（NDL-OPAC）としてホームペー

ジ上で提供。 

 

（7）利活用 

国会、行政・司法、一般公衆に対して提供 
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４ デジタルアーカイブの実施状況等 

 

○ 近代デジタルライブラリー 

 

○ 国会会議録 

 

○ 帝国議会会議録 

 

○ 貴重書画像データベース 

 

○ 電子展示会 

 

○ 絵本ギャラリー 

 

○ 児童書デジタル・ライブラリー 

 

○ ＷＡＲＰ（インターネット情報選択的蓄積事業） 

 

○ デジタルアーカイブポータル（ＰＯＲＴＡ） 

 

参考資料４（国立国会図書館における主なデジタルアーカイブ）参照 

 4 



 

 5 

 （参考資料１）　事務・事業運営上作成又は取得する文書の管理体制及びライフサイクル

館長 総務部総務課長
副館長 　（文書の取扱いに関する事務の調整）
総務部長

管理体制

文書管理上の部局
（１４）

主務課
（１４）

文書取扱主任
（１４）

ライフサイクル

作成・取得

分類・整理・編集

永久保存（総務部総務課）

・利用

総務部総務課
に引継ぎ

保存（主管部局）

・利用

保存期間
延長

廃棄

保存期間：
１０年、５年、１年

保存期間満了

保存期間：永久

国立国会図書館

総務部人事課及び総
務部会計課が所管す
る文書並びに主管部
局において保存する

こととした文書

永久保存（総務部
人事課・総務部会計

課・主管部局）・利
用

 



（参考資料２）国立国会図書館における特色ある歴史的文書等 

 

古典籍資料 

古典籍資料の収集は、原則として江戸期以前の資料を収集範囲としている。収

集に当たっては、本草学、国語学、江戸文芸等当館のコレクションの充実を図る

ことができる資料、印刷・出版文化史上意義のある資料、海外流出のおそれのあ

る資料などに特に留意し、図書を中心に収集している。文書については特に規定

は定めておらず、積極的な収集は行っていない。当館所蔵古典籍コレクションで

代表的なものには、次のようなものがある。 

○古代・中世文書 

鎌倉から室町にかけての中世文書が大半を占める。 

○近世文書 

『宗家文書』  

重要文化財（「対馬宗家倭館関係資料」）対馬藩宗家の記録類１,５９３冊 

 『旧幕府引継書』 

   江戸幕府（町奉行所、寺社奉行所、評定所等）の記録類約５,７００冊 

 

日本近代政治関係等資料 

（１）憲政資料 

明治大正期の国家の中枢にいた人物（伊藤博文、岩倉具視、三条実美、大木喬

生、井上馨、陸奥宗光、三島通庸、伊東巳代治、牧野伸顕、など）の文書等。戦

後の資料では、浅沼稲次郎、芦田均、石橋湛山、石橋政嗣等の文書がある。約４

００人の文書約２８万点を所蔵している。主に私文書（日記、覚書、書簡）等で、

歴史研究上価値があると判断されるものを収集。収集方法は、資料の紹介者を通

じて直接・間接に個人から譲り受ける場合が多い。 

 

（２）日本占領期関係資料等 

戦後我が国を占領した連合国最高司令官総司令部（ＧＨＱ／ＳＣＡＰ）の文書

等について、米国国立公文書館でＧＨＱ／ＳＣＡＰ文書をマイクロフィルム撮影

による収集を行った。戦後沖縄を占領した琉球列島米国民政府の文書、太平洋戦

争関係の米軍の文書、日本の各地方を占領した米軍の文書なども収集している。 

また、日系移民関係資料も特色のある資料である。海外における日本国民の記

録として、ブラジル、ぺルー、メキシコ等の中南米諸国に職員を派遣。現地の日

系人から資料の寄贈を受けるなどの方法で収集。平成５年度から７年度にかけて

はハワイ、平成８年度にはカナダ、平成９年度以降は米国本土で、現地の大学図

書館等が所蔵する個人文書をマイクロフィルムにより収集している。 
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 （参考資料３）　図書館資料の管理体制及びライフサイクル

管理体制

物品管理官 物品供用官（14）

ライフサイクル

収集（納本・購入・寄贈・交換・寄託）

整理（書誌データ作成）

本属長
〔国立国会図書館長〕

各省各庁の長
〔衆議院議長〕

利用・保存

物品管理官 物品供用官（2）

東京本館・国際子ども図書館

関西館
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（参考資料４）国立国会図書館における主なデジタルアーカイブ 

 

「近代デジタルライブラリー」 

http://kindai.ndl.go.jp/index.html

 

 

国立国会図書館書所蔵の近代以降に日本で刊行された図書を電子化し、本

文画像をインターネット上で提供。 

収録図書は、文学、工業、自然科学など全分野にわたる。 

現在は、明治・大正期に刊行された図書約 26万冊のうち、著作権保護期間

が満了したもの、著作権者の許諾を得たもの及び文化庁長官裁定を受けたも

の約 14万 8千冊を提供。 
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http://kindai.ndl.go.jp/index.html


 

「国会会議録」 

http://kokkai.ndl.go.jp/

 

 

第 1回国会（昭和 22年）から現在までの国会会議録の全文を、画像データ

及びテキストデータで提供しているデータベース。 

衆議院、参議院及び国立国会図書館が共同で作成。 

 

「帝国議会会議録」 

http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/

 
明治 23年に開設され、昭和 22年に幕を閉じるまでに 92回開催された帝国

議会の会議録全文を電子化して公開する画像データベース。 

現在は、第 52回～第 92回（大正 15年 12月～昭和 22年 3月）を提供中。

今後、順次さかのぼって明治 23年の第 1回会議録まで電子化して公開予定。 
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http://kokkai.ndl.go.jp/
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/


「貴重書画像データベース」 

http://rarebook.ndl.go.jp/pre/servlet/pre_com_menu.jsp

 

 

国立国会図書館の所蔵する貴重書等から特色ある資料を取り上げ、「和漢

書」、「錦絵」、「絵図」、「重要文化財」の別にカラー画像を提供。 

現在は、約 950 タイトル、約 4万 9千コマの画像を収録。 
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http://rarebook.ndl.go.jp/pre/servlet/pre_com_menu.jsp


「電子展示会」 

http://www.ndl.go.jp/jp/gallery/index.html

総合テーマ「日本の記憶」の下に、主に日本の歴史と文化に関する様々な

資料を電子化し、解説や索引を付して電子展示会として提供。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立国会図書館開館 60周年記念貴重書展 学ぶ・集う・楽しむ 

写真の中の明治・大正 -国立国会図書館所蔵写真帳から- 

史料にみる日本の近代 -開国から講和まで 100年の軌跡- 

描かれた動物・植物 -江戸時代の博物誌- 

インキュナブラ －西洋印刷術の黎明－ 

近代日本人の肖像 

蔵書印の世界 

日本国憲法の誕生 

日本の暦 

ディジタル貴重書展 

世界の中のニッポン 

－日本の風景記憶 

－ウイーン万国博覧会 

－憲政資料（日本近現代政治史料） 
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http://www.ndl.go.jp/site_nippon/default.html
http://www.ndl.go.jp/exhibit/50/index.html
http://www.ndl.go.jp/jp/gallery/index.html


 

「絵本ギャラリー」 

http://www.kodomo.go.jp/gallery/index.html

 

「絵本」というジャンルの誕生から 20世紀までの発展の流れを内外の貴重

な絵本の画像や音声によりインターネット上で紹介。 

現在は、6テーマの下で、約 5,100 の絵本画像を提供。 

 

「児童書デジタル・ライブラリー」 

http://kodomo4.kodomo.go.jp/web/ippangz/html/TOP.html

 

国立国会図書館の所蔵する児童書（主に昭和 30年以前刊行のもの）を電子

化し、インターネット上で提供。 

現在は、著作権保護期間が満了した資料、著作権処理をした資料 1,197 タ

イトルの画像を提供。 
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http://www.kodomo.go.jp/gallery/index.html
http://kodomo4.kodomo.go.jp/web/ippangz/html/TOP.html


「ＷＡＲＰ（インターネット情報選択的蓄積事業）」 

http://warp.ndl.go.jp/

 

 

インターネット上にある有用な情報資源を文化遺産として将来の世代のた

めに収集・保存し、提供するための事業。 

収集対象は、国、自治体、法人･機構、大学等のホームページ、電子雑誌。 

現在は、サイト約 2,200 タイトル、電子雑誌約 1,500 タイトル、総データ

容量約 9.5TB。 
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http://warp.ndl.go.jp/


 

「デジタルアーカイブポータル（ＰＯＲＴＡ）」 

http://porta.ndl.go.jp/portal/dt

 

我が国の電子情報資源や情報提供サービスに案内（ナビゲート）する総合

的なポータルサイト。デジタル資源の保管庫である様々な「デジタルアーカ

イブ」から情報を探すためのポータルサイトとして、国立国会図書館保有の

デジタルアーカイブに加え、国や公共の機関、民間にかかわらず、複数のデ

ジタルアーカイブを対象に一元的な検索を可能とする。 

現在、25種類のデジタルアーカイブが検索可能。 

 

【協力機関のデジタルアーカイブ】 

青空文庫／秋田県立図書館（デジタルライブラリー）／秋田県立図書館（記

事・索引）／アジア歴史資料データベース／京都大学学術情報リポジトリ

＋貴重資料画像／国立公文書館デジタルアーカイブ／新書マップ／デジ

タル岡山大百科／日本ペンクラブ電子文藝館／農林水産省関係試験研究

機関総合目録（雑誌）／農林水産省関係試験研究機関総合目録（図書）／

府省所管のデジタルアーカイブサイト情報／一橋大学機関リポジトリ 

HEMES-IR（Special Collections） 

 

【国立国会図書館のデジタルアーカイブ】 

貴重書画像データベース／近代デジタルライブラリー／児童書デジタ

ル・ライブラリー／貴重書サンプル／NDL 蔵書目録（和図書・和雑誌）／

NDL 雑誌記事索引／NDL プランゲ文庫雑誌・新聞目録／児童書総合目録／

Dnavi／WARP／カレントアウェアネス／レファレンス協同データベース 
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http://porta.ndl.go.jp/portal/dt

