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国立国会図書館サーチのこれから

国立国会図書館 電子情報部 電子情報サービス課

2011/11/10～2011/11/11 図書館総合展フォーラム：デジタルアーカイブを繋げる



• 国立国会図書館の新しい検索サービス

• 概要

– 平成22年8月 「開発版」として試行公開

– 平成24年1月～ 本格システムとして稼働予定

– 国立国会図書館・全国の公共図書館等のデジタル化コンテ
ンツ、蔵書等を統合検索

– 資料を探しやすくするための高度な検索機能を提供

– 検索対象データベースは197個(2011年10月)

国立国会図書館サーチとは
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「国立国会図書館デジタルアーカイブポータル」（PORTA）、
「国立国会図書館総合目録ネットワーク」（ゆにかねっと）
の後継システムでもある。



• 目的：紙資料、デジタル化された画像、テキス
ト、音声、レファレンス情報等の様々な形態の
情報を検索できること。単に検索機能を提供
するだけでなく、いつでも、どこでも、利用者が
求める形で、的確かつ迅速に、閲覧または案
内できるようにすること。

• 国内の各機関が持つ豊富な「知」を活用しても
らうためのアクセスポイントとなることを目指して
います！

国立国会図書館サーチのコンセプト
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システムとしての特徴
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＜特徴１＞

統合図書館システムであるNext-L Enjuをコアに、Heritrix、Hadoop、GETAssoc
といったOSS （オープンソースソフトウェア）を活用してシステムを 構築。

開発したソフトウェアは、将来的にはOSSとして公開し、公共図書館等での利用に
供することを想定 （デジタルコンテンツを含めた統合管理システムとして利用可
能）。

＜特徴２＞

メタデータの収集および配信の各種標準APIを実装。

＜特徴３＞

外部Webサービスの積極的な活用 （カーリル、twitter、ブクログ等の活用）

＜特徴４＞

書誌情報の記述要素として、「国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述」（DC-
NDL)を採用。
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• 平成22年8月 「開発版」として試行公開

• 以後、順次機能拡張を進めている

• また、連携先も順次拡張している

• 平成24年1月～ 本格システムとして稼働予定

現在までの経緯、H24年1月までのスケジュール

5

日韓・日中・日英の翻訳機能（H22.10）
 スマートフォン対応（H22.12）
新着情報の提供（H23.1～H23.7）
 メタデータフォーマットの改訂（H23.7）
 ユーザビリティ・アクセシビリティの向上・障害者向け資料の検索（H23.9）
立法情報検索機能、JSTシソーラスでの再検索キーワード表示（H23.10）
今後、スマートフォンアプリの提供を行う予定 …

韓国国立中央図書館蔵書目録との連携（H23.4）
サピエ図書館との連携開始（H23.9）
 PORTA連携DBとの連携完了（H23.10）

人間文化研究機構統合検索システム、
e国宝、国立国会図書館のデジタル化
資料、J-STAGE等を追加
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検索対象 – 機関別、資料別
機関

・国立国会図書館
・公共図書館
・大学図書館
・専門図書館

・国立情報学研究所
・科学技術振興機構
・国立公文書館
・国立美術館
・国立博物館

・・・・など

資料

・紙資料
・デジタル資料（テキスト、画像、音声）
・レファレンス事例（図書館に寄せられた質問やその回答事例）

・・・など
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次スライドで詳しくご紹介
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国立国会図書館サーチと連携するデジタルアーカイブ
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公共図書館

国立大学・私立大学

青空文庫等

NII

JST

人間文化研究機構

等

国立公文書館 美術館・博物館
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利用の基本的な流れ：検索機能
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＜トップページ 簡易検索＞

＜トップページ 詳細検索＞

ニーズに合わせ、
簡易検索、詳細
検索を使い分け
ることが可能

「タイトル」「著者・編者」な
どの項目や、「データベー
ス」「資料種別」「所蔵館」
を指定して検索
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利用の基本的な流れ：検索結果一覧画面における機能
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検索結果
を「資料種
別」 「デー
タベース」
等で絞り込
むことがで
きる（ファ
セット検
索）

検索語をもとに、
再検索のため
のキーワードを
導出して表示
●関連キー
ワード：国立国
会図書館件名
標目表
（NDLSH）から
関連語を導出
●著者名キー
ワード：国立国
会図書館の著
者標目から導
出
●科学技術用
語：J-GLOBAL
から導出
●連想キー
ワード：連想検
索エンジン
GETAssocから
導出

一覧表示部分
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利用の基本的な流れ：書誌詳細画面における機能
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連携先データベー
ス名をクリックする
と、当該データ
ベースの詳細画
面へ

書誌情報
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• 検索対象データベースとの連携方法は、“事
前収集”と“その都度検索”の2種類

検索対象との連携方法

検 索検索ボタンを
クリックすると

その都度
検索にいく

検索 検索

国立国会図書館サーチ
のデータベース事前に

メタデータ
を収集
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• 国立国会図書館サーチの検索やメタデータの取得が
可能となるAPIを提供

• OAI-PMH、RSS、SRU、SRW、OpenSearch、OpenURL、
Z39.50に対応

• 詳細は「APIについて」のページ参照

APIの提供
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「APIについて」のページ
(http://iss.ndl.go.jp/information/api/)
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①連携するデジタルアーカイブをさらに増やし、統合
検索のメリットを向上させ、各機関のデジタルアーカ
イブの可視性向上に貢献します。

②集約したメタデータを、APIを通じてより多くの機関
に提供し、我が国におけるデジタルアーカイブのメタ
データ流通促進に貢献します。

③各種Webサービス、研究機関との連携により、研
究開発成果等を活用し、より先進的で高度な検索
サービスの提供実現を目指します。

国立国会図書館サーチのこれから：改めて
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国立国会図書館サーチが当面目指す方向性
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他のネットワーク
と相互補完して利
用者に届ける

Google, Yahoo! 等

国立国会図書館サーチ

各図書館
レファレンス

NDL
蔵書目録

NDL
デジタル

アーカイブ

各機関
デジタル

アーカイブ

NDL
レファレンス

統合検索サービスを提供

メタデータを集約

NDLが直接
利用者に届ける

（独自の検索画面）

レファレンス情報
の総合目録

紙資料の
総合目録

デジタルの
総合目録

利用者

連携機関のサービス
・公文書館・美術館
・博物館ネットワーク
・大学図書館ネットワーク
・商用DBサービス
・海外のデータベース

外部Webサービ
スとの連携

統合検索サービ
スの提供

研究開発におけ
る連携

研究開発機関

統合利用促進のため
の環境整備

各図書館
蔵書目録
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＜各機関の方へ＞

• 書誌の記述規則の標準化への留意
 今後、メタデータは、DC-NDL(RDF)、DC-NDL(SIMPLE)、OAI-DCのいずれかの形

式で作成・登録し、ご配信いただきたく思います。
DC-NDL(RDF)、DC-NDL(SIMPLE)については、「外部提供インタフェース仕様書」
「DC-NDL（RDF）フォーマット仕様 」をご覧ください。いずれも、「APIについて」
(http://iss.ndl.go.jp/information/api/) に掲載しています。

＜パッケージベンダの方へ＞

• 自社製品への、書誌情報の収集及び配信の標準APIの実装

 当館等への書誌情報配信機能 ： OAI-PHM等でのDC-NDL形式の書誌情報を配
信を可能に

 当館が提供する書誌情報の収集機能 ： OAI-PMH等でのDC-NDL形式の書誌
情報の収集を可能に

各機関、パッケージベンダへのお願い
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