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I. 国立国会図書館サーチとの
連携方式
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国立国会図書館サーチ（NDLサーチ）とは
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多様なルート

多彩な検索⽀援

多様な検索対象



外部提供インタフェース（API）とは

• ソフトウェアコンポーネントが互いに命令や情報を
やりとりするために用いるプログラム上の手続きや
規約の集合。

• 個々の開発者は規約に従ってその機能を「呼び出
す」だけで、その機能を容易に使うことができる。

• NDLサーチ自体もAPI提供をしており、他の図書館
システムや各種の文献検索サービス、辞書サイト
等で使われている。

※NDLサーチが提供する外部提供インタフェースについて
http://iss.ndl.go.jp/information/api/

※NDLサーチが提供するAPIを利用したシステム、サイト等（リンク集）
http://iss.ndl.go.jp/information/link/
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NDLサーチとの連携方式

1. メタデータを収集しての連携（ハーベスト）

連携機関のシステムに、OAI‐PMH形式かRSS形式のインタ
フェースを実装していただき、そのインタフェースを使って
定期的にメタデータを収集する方法。

2. 横断検索による連携

連携機関のシステムに、SRU、SRW、OpenSearchのいずれか

のインタフェースを実装していただき、そのインタフェースを
使って、利用者からの検索の度に検索要求を投げ、結果を
受け取る方法。
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連携方式ごとの返戻メタデータ形式
連携方式 通信プロトコル 返戻メタデータ形式

メタデータ収集 OAI-PMH ・ DC-NDL(RDF)
（ハーベスト） ・DC-NDL(Simple)

・SimpleDC(OAI-DC)
RSS ・RSS1.0のデータ形式又はその

派生形式

・RSS2.0のデータ形式又はその
派生形式

横断検索

SRU/SRW ・DC-NDL(RDF)
・DC-NDL(Simple)
・SimpleDC(OAI-DC)

OpenSearch ・RSS1.0のデータ形式又はその
派生形式

・RSS2.0のデータ形式又はその
派生形式
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OAI‐PMHとは

データの自動収集によってメタデータを交換す
るためのプロトコル

– OAI‐PMHリクエスト(URL）を送信すると、メタデータ
をXML形式で返戻

– 差分更新が可能

– RSSと異なり、deleteレコードを配信し、受け取った
側でそれを用いてデータを削除することも可

※OAI‐PMHの基本仕様は以下のページにあり（NIIによる日本語訳）

http://www.nii.ac.jp/irp/archive/translation/oai‐pmh2.0/ 
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OAI‐PMH/DC‐NDL(RDF)での連携

NDLサーチでは、

「OAI‐PMH/DC‐NDL(RDF)」によるデータ提供を推奨

– メタデータ交換のために も効率的なプロトコル

– 連携後の運用コストがかからない

– OAI‐PMHを実装しておくことで、当館以外との連携

の可能性も広がる
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II. 国立国会図書館サーチへの
メタデータ提供形式
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NDLサーチで採用している
メタデータフォーマット

 「国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述（DC‐
NDL）」に基づくメタデータフォーマットを全資料に
対して一元的に使用

 DC‐NDLは、国際的なメタデータ標準である「Dublin 
Core(ダブリンコア)」をもとにしている

11平成26年度総合目録ネットワーク研修会



Dublin Core（ダブリンコア）とは

• ウェブ上の情報資源のメタデータ記述に標準的に

使用される語彙の通称

• Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)が維持管理

Dublin Core Metadata Element Set（DCMES）
Dublin Coreの中核となる基本15要素を定義したもの

title、creator、subject …

DCMI Metadata Terms
DCMESとは別の名前空間に、基本15要素を含む計55の記述
要素（プロパティ）を定義したもの
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DC‐NDLとは

国際的なメタデータ標準である「Dublin Core(ダブリン
コア)」をもとに、日本語対応など独自に拡張したメタ
データ記述語彙および記述規則の総称

http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/standards/meta.html

ダブリンコアを代表とする国際的なメタデータ標準で
定義された語彙に加えて、国立国会図書館のメタ
データ記述で必要となる語彙を独自定義
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DC‐NDLの構成

第一部 NDL Metadata Terms
国立国会図書館が独自に定義したメタデータの記述のため
の語彙集

第二部 Application Profile
DCMI等が定義する語彙､国立国会図書館が独自定義する
語彙の双方を用いたメタデータの標準的な記述方法

第三部 RDFスキーマ
国立国会図書館で独自定義した語彙「NDL Metadata 
Terms」をRDF形式で記述したファイル
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DC‐NDLのメタデータフォーマット

• DC‐NDL (RDF) 
– DC‐NDLで記述したメタデータをRDF/XML形式で出力する際の

フォーマット

– RDFによる構造化表現を用いて、値とその読みなどをセットで表現

– NDLサーチでは、収集したメタデータを、全てDC‐NDL(RDF)形式に
して格納し、出力

• DC‐NDL (Simple) 
– DC‐NDLで記述したメタデータをXML形式で出力する際のフォーマット

– 構造化表現を用いず、文字列（リテラル）での記述を中心とした

フラットな表現をとる

– 利用頻度の高い要素のみを使用する

<参考>SimpleDC(oai_dc)
Dublin Coreの中核となる基本15要素（Dublin Core Metadata Element Set）を
XML形式で出力する際のフォーマット。情報量は も少ない。

情報量
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大

小
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DC‐NDL(RDF)

ダブリンコア
・DCMES
・DCMI Metadata Terms

日本語対応など
独自に拡張

第一部 NDL Metadata Terms
NDL独自語彙の定義

第二部 Application Profile
NDL独自語彙、Dublin Core Metadata 

Terms 等の語彙の用法
（値の形式・入力レベル等）

第三部 RDFスキーマ
NDL独自語彙の定義（RDF形式）

実際のシステムにおけるメタデータ
の入出力に対応するように、入力
レベル等を具体的に記載

DC‐NDL
(Simple)

DC‐NDL

フォーマット仕様



DC‐NDL(RDF)の語彙

DC‐NDL(RDF)では、以下の語彙をミックスして用いる

例） <dc:creator>村岡花子 訳</dc:creator>
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ダブリン・コア
の語彙

• dc
• dcterms

当館独自の
語彙

• dcndl

RDFの語彙

• rdf
• rdfs
• foaf
• owl



DC‐NDL(RDF)の構造
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三層構造

管理情報
BibAdminResource

個体情報
Item

書誌情報
BibResource

メタデータに関する情報
新規・更新等メタデータの作成状態等

情報資源に対するいわゆる記述情報

各機関で所蔵する資料に関する情報
請求記号や欠号情報等
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書誌情報
BibResource

管理情報
BibAdminResource

個体情報
Item

19



DC‐NDL(RDF)の特徴
 「タイトル」と「タイトルよみ」、「著者」と「著者よみ」などの対応関係の維持等、

構造化すべき項目は構造化して表現する。

例）タイトル

dcterms:title：タイトルのみを文字列で記述する（構造化しない）場合に使用

dc:title：タイトルと読みをセットで記述する（構造化する）場合に使用

☆DC‐NDL(RDF)の出力方法
書誌詳細画面のURLの末尾に「.rdf」と付加
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002‐I000000887362‐00.rdf
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DC‐NDL(RDF)の特徴

標準番号のうち代表的なもの（ISBN、ISSN等）、全国
書誌番号（JP番号）は、URI形式とリテラルの両方で
保持している。

 NDLサーチでは、書誌同定処理により、ひとつの書
誌データに複数の個体データが紐づく場合がある。

※複数の個体データを持っており、それを出力可能であるこ
とは、書誌データを集約しているNDLサーチならではの特徴。
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書誌情報から個体情報へのリンク

個体情報

個体データが紐づいている例

← 請求記号 ↖
図書登録番号



III. OAI‐PMH切り替え作業の流れ

～平成25年度の実作業から～



平成25年度OAI‐PMH切り替え作業

• モデル館3館を含めた4館が切り替え

• 参加館側の図書館システムの改修と同時進行

• 連携テストは1月から開始

• 4月初旬にリリース（連携切り替え）
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3ヶ月 3～4ヶ月

ＳＴＥＰ １

① お申込み（～12月）

② ヒアリングシート提供（～12月）

③ スケジュール調整

④ サンプルデータ確認

⑤ 接続・連携試験

⑥ 運用設計

ＳＴＥＰ ２

ＳＴＥＰ ３

⑦ 全件収集

⑧ リハーサル

⑨ 本番リリース

OAI‐PMH切り替え作業の流れ

OAI‐PMH連携では必要

連携までのステップ
STEP1 : 事前調整
STEP2 : 連携テスト
STEP3 : リリース



STEP1：事前調整

①お申込み
問い合わせフォームから

☆H26年12月までのお申込み→H27年度連携に向けて調整

②ヒアリングシート提供
連携にあたって必要な事項をヒアリング

初期の段階ではすべての項目が埋まっていなくても可

③スケジュール調整
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STEP2：連携テスト その１

④サンプルデータ抽出・送付
• サンプルデータの提供

接続できる場合はリクエストによる提供も可

• マッピングの調整

NDLでは、項目のレベルを分けて確認
必須⇒準必須⇒書誌詳細画面に表示される項目

☆見落としがちな項目例

・個体情報 ： 所属機関名 図書登録番号 請求記号 …
☆相互貸借受付メールの項目に影響あり★

・ページ付；大きさ（dcterms:extent）
・MARCのデータ
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STEP2：連携テスト その２

⑤接続・連携試験

接続・連携試験は3回に分けて実施

(1) 接続試験
☆IPアドレスによるアクセス制限★

(2) サンプルデータ収集

(3) 連携試験
☆リクエストのタイムアウト★
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STEP2：連携テスト その３

⑥運用設計
再起動の時間帯を避けてスケジュールを調整
→NDLサーチからのデータ収集途中に参加館側のシステムが

再起動すると、収集できないまま処理が終了するため

☆接続テストと運用設計はOAI‐PMH連携では必須

☆調整にはご協力をお願いします
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STEP3：リリース
⑦全件収集

☆全件収集の期間限定で、NDLサーチからリクエストする時間帯の

調整をお願いすることもあり

☆この期間には出来る限りデータの修正を行わないように

☆特定の日に更新日を固めないように

⑧リハーサル

⑨本番リリース

★定常運用開始後…
・相互貸借受付メール

・データ登録結果通知メール
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OAI‐PMH切り替え作業のまとめ

切り替えに向けて、接続試験、マッピング調整、収集スケジュール
調整が必要ですが…

連携開始後はデータ提供のための作業不要

データの更新頻度が上がる

書誌詳細画面へ直接遷移できる

文字コードがUTF‐8になるため多言語に対応できる

⇒ 参加館と利用者の両方にメリット
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☆OAI‐PMH連携のメリット☆



参考
・連携を希望される機関の方へ

（『WebAPIによるシステム連携ガイドライン』等の掲載ページ ）

http://iss.ndl.go.jp/information/renkei/
・メタデータフォーマット仕様について

（NDLサーチが提供するメタデータの形式のページ ）

http://iss.ndl.go.jp/information/metadata/
・API仕様書について

（NDLサーチが提供する外部提供インタフェース（API）のページ）

http://iss.ndl.go.jp/information/api/
・国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述（DC‐NDL）のページ

http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/standards/meta.html
・国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述に関する解説

http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/standards/meta/about_dcndl.html
・国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述に関する実例集

http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/standards/meta/dcndl_examples.html
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