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Public Tags に書簡の差出人

が索引されている例 

Notes に日付、書簡の差出人、受

取人、差出地が索引されている例 

Related Subjects に主題語が索引

されている例 

NCCO: Nineteenth Century Collections Online とは？ 

史料的価値の高いものをデジタル化 

専門家で編纂された国際的なチームの下、フランス革命が始まった1789年から第一次世界大戦が始まる1914

年までの「長い 19 世紀」の文献を中心として、史料的価値の高いものをデジタル化しました。 

世界有数の資料所蔵機関より収集 

・英国図書館、米国公文書館、英国公文書館、オックスフォード大学ボドリアン図書館、米国議会図書館など、

世界有数の図書館、公文書館が所蔵する貴重な資料を提供します。 

・西洋の言語はもとより、非西洋言語で書かれた資料類も今後収録していく方針です。 

未刊行資料も多数収録 

NCCO に収録されている資料は、新聞を含む定期刊行物、モノグラフ（単行本）、手稿を中心とし、写真、地図

等の資料も含まれます。 

資料の全文検索＋主題索引。手稿には索引付与。 

 ・検索用の本文のテキストデータは、OCR（光学式文字認識技術）により自動生成されており、全文検索が

可能です。 

 ・重要なトピック、人、場所、日付等、記事中の主要な要素を引き出す索引が付与されています。 

 ・OCR 処理ができない手書き資料をみつけやすくするために、書簡や急送文書については、差出人・受取人、

差出地を手入力。100 万以上の索引語の追加により、これまで不可能だった方法での調査が可能になりま

した。 

 



トップページ 

 

アーカイブとは? 

主題毎にまとめた契約の単位。トップページではご利用可能なアーカイブが表示されます。 

アーカイブ一覧（2014 年 7 月現在） 

・Archive 1：英国の政治と社会 ”British Politics and Society”    

・Archive 2：アジアと西洋：外交と文化交流 “Asia and the West: Diplomacy and Cultural Exchange”    

・Archive 3：イギリスの劇場、音楽、文学：ハイカルチャー、大衆文化 

        “British Theatre, Music, and Literature: High and Popular Culture”    

・Archive 4：ヨーロッパ文学 1790-1840 年 コルヴァイ・コレクション 

        “European Literature, 1790-1840: The Corvey Collection”    

・Archive 5：ヨーロッパ・アフリカ：商業、キリスト教、文明、征服 

        “Europe and Africa: Commerce, Christianity, Civilization, and Conquest”    

・Archive 6：写真：レンズを通してみる世界 ”Photography: The World Through the Lens”    

・Archive 7：科学・技術・医学 1780-1925 “Science, Technology and Medicine, 1780-1925”    

・Archive 8：女性：国境を越えたネットワーク “Women: Transnational Networks” 

・Archive 9：科学・技術・医学 1780-1925, Part II 

“Science, Technology and Medicine, 1780-1925, Part II”  

・Archive 10：児童文学、児童関連文献、幼少期 ”Children's Literature and Childhood”  

・Archive 11：世界の地図化：地図と旅行文学 ”Mapping the World: Maps and Travel Literature”  

・Archive 12：宗教、霊性、改革、社会 ”Religion, Spirituality, Reform, and Society” 

コレクションとは? 

Archive の中に含まれる資料グループ。 

情報源となっている図書館の書籍コレクション名やマイクロ商品の名称に対応します。 

 

ご利用いただける

アーカイブの一覧

コレクション探訪 

基本検索 

用語頻度解析 

詳細検索 



アーカイブ/コレクション一覧 

アーカイブやコレクションの概要を確認しながら、特定コレクションに含まれる全記事に行きつくことができます。 

 

 

 

 

～途中省略～ 
～途中省略～ 

コレクションの内容を

確認後、View all をク

リック。 

アーカイブ中のコレ

クション一覧から選

択し、クリック。 

アーカイブを選択。 



コレクション探訪：Explore Collection 

「新聞が収録されるコレクションをみたい」 

「地図が含まれるコレクションを探したい」 

「中国語の資料を含むコレクションが知りたい」…。 

豊富な種類の資料を収録する NCCO の中から、目指す情報を含むコレクションを特定することができます。 

 

 
 

【検索例】 

限定項目 

・アーカイブ 

・資料の種類 

（手稿、地図、モノグラフ、新聞、写真） 

・文書の種類（自叙伝、日記、雑誌 等） 

・言語 

・情報源図書館 

・主題 

＋ 

「日本語」＋「写真」で 

コレクションを特定 

コレクションを選択 

選択したコレクション内で検索 

結果一覧 



基本検索 

詳細な調査に入る前段階の調査にご利用ください。資料のタイトル、主題、執筆者等、主要項目から検索します。 

※詳細検索（Advanced Search で Keyword を対象とした検索と同じ結果が得られます。） 

 

・検索対象となるアーカイブをプルダウンメニューから指定します。 

・検索語を入力するとプルダウンメニューに候補語が表示され、検索語として選択することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



詳細検索 

複数の条件を設定した複雑な検索が可能です。 

【検索項目】 

 ・検索語の検索対象範囲 

（キーワード、資料タイトル、出版物タイトル、出版地、主題、執筆者、全文、文書番号、前付） 

 ・アーカイブ ・資料の種類  ・出版日 

 ・文書の種類 ・言語  ・コレクション 

 ・出版物の名称 

 

 

 

 
異表記も含めて検索 



検索語の入力例 

【フレーズ】 

・入力例：archives department 

  →archives と department の間に 0～4 単語が含まれる記事を探します。 

archive と department は順不同です。 

出力例：...the Justice Department reported to the National Archives and ... 

 ・入力例：”black and white photographs” 

  →入力した通りに検索したい場合は、入力した句を””で括ってください。 

 ・入力例： fannie wird (著者名項目) 

  →著者名（author / creator）は、入力する語順を問いません。ミドルネームの入力も必須ではありません。 

   出力例：Fannie B. Ward   

Fannie Brigham Ward. 

 

【英語以外の言葉】 

 ・英語以外の言語は？ 

→記事中の記載通りに入力してください。 

 ・é の入力方法は？ 

  →検索語に発音記号を含める必要はありません。記事では発音記号も表示されます。 

 

【ワイルドカード】 

 ・入力例：carib* 

  →carib そのものと、carib を語幹に持つ単語すべてを検索します。 

   出力例：Carib  Caribs  caribbean  Caribe  caribou 

 ・入力例：psych????y 

  →?は任意の 1 文字に相当します。psych と y の間に任意の４文字が入る単語を検索します。 

   出力例：psychiatry  psychology  （psychotherapy は検索しません）  

 ・入力例：colo!r 

→!は任意の 0-1 文字に相当します。 

 

【論理演算子】 

 ・入力例（and）：baseball and twitter 

 ・入力例（or）：postmortem or autopsy 

 ・入力例（not）：must not be found 

 

【近接演算子】 

・入力例：shared w3 values 

 →shared の後、3 単語以内に value が存在する記事を検索します。 

・入力例：shared n3 values 

 →w と同じ考え方ですが、shared と values の語順が逆の記事も検索します。 



全文検索と索引の検索 

 ・検索用の本文のテキストデータは、OCR（光学式文字認識技術）により自動生成されており、全文検索が

可能です。 

 ・さらに重要なトピック、人、場所、日付等、記事中の主要な要素を引き出す索引が付与されています。 

 ・手稿は全文検索ができませんが、書簡や急送文書については、差出人・受取人、差出地が索引されており、

検索が可能です。 

 

 



タームクラスター 

検索結果を、頻出語に基づいて分析します。検索結果内でどんなトピックが取り上げられているか、視覚的に確

認することができます。 

・検索結果を、最初の 100 件から冒頭 100 単語を分析、頻出語・関連語を表示します。頻出語は内側の円

に表示されます。 

・可能な場合は、内側の円で示されたトピックがさらに特定の単語クラスターに関連付けされ、外側の円に表

示されます。 

 

分析対象となった記事。クリック

すると該当記事が表示されます。 

100件の記事中で取り上

げられているトピックが

視覚的に確認できます。

トピックをクリックする

と、そのトピックを中心に、

新たな分析が行われます。 



用語頻度解析 

「poverty という言葉が、いつどのくらい使われているか、知りたい」 

「poverty と charity の利用頻度を比較したい」…。 

用語頻度解析（Term Frequency）は、検索語を含む記事件数を、出版年でグラフ化します。 

 ・Frequency：1 年毎の記事件数 

 ・Popularity：1 年毎の合計件数における割合 

 

 

カーソルをあてると記事

件数が表示されます。ク

リックすると、該当記事

一覧が表示されます。 



検索結果一覧 

【画面左】 

検索結果をさらに絞り込むことができます。資料の種

類、アーカイブ、主題からの限定の絞り込みや新たな

検索語を指定した絞り込みができます。 

【画面右】 

検索結果が資料の種類毎に表示されます。 

 

 

Keywords in 

Context 

Full Citation Illustrated Work 

About this 

collection 

Monographs からの検

索結果、全 13 件を表示 

アカウントへの登録

サムネイルの拡大

表示、ページ送り 



ページイメージ表示画面 

拡縮 右 90 度回転  照度、コントラストの調整 注釈をつける   

印刷  表示を縦二分割 表示を横二分割  全画面表示  

 

 

終了 

 

記事内検索 

検索語が記載さ

れているページ

目次 

イラスト入り 

ページ一覧 


