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1. 慶應義塾大学メディアセンター
デジタルコレクション(Keio D Collections)の紹介



慶應義塾大学メディアセンターデジタルコレクション

• 2017年4月より公開を開始。以降、継続的にコンテンツを追加している。

• 4600冊の貴重資料、特殊コレクションを公開 [2019年10月現在]

http://dcollections.lib.keio.ac.jpURL:

http://dcollections.lib.keio.ac.jp/


前身サイト

慶應義塾図書館
デジタルギャラリー

KOARA-A

新サイト

慶應義塾大学メディアセンター
デジタルコレクション

- デジタルで読む福澤諭吉
- インキュナブラ
- 高橋浮世絵
- 小山内演芸絵葉書

- 解体新書
- 富士川文庫(古医書)

- 福澤諭吉遺墨
- グーテンベルク42行聖書
- 国書・漢籍コレクション
- 重要文化財
- 奈良絵本・絵巻
- ボン浮世絵
- 相良家文書、対馬宗家文書



旧サイトの問題点
✔独自に作りこんだシステムであった

☞ コンテンツ拡張のコストがかかる、他システムとの連携が難しい

✔ Flashを使ったビューワを使用していた

☞ 古い技術（利用できる環境がない）

新サイトのコンセプト
✔国際標準に則ったシステム ⇒ IIIFに対応

✔コンテンツ追加・メタデータの ⇒ CMSをベースにしたシステム

メンテナンス性の簡易化

✔検索機能の実装 ⇒ 検索エンジンの搭載



IIIF Image API を使用したサムネイル表示と
ビューワでの画像表示の例

Universal Viewer

IIIF対応の画像サーバーで画像を配信することで、1つの画像
ソースをサムネイル表示したりビューワでズーム表示したり
することができる。

ビューワ

一覧画面

詳細画面



IIIF Presentation APIの形式に準拠した
IIIF Manifestの公開

※ 資料を構成している画像の情報（画像の順番やURL）や
ラベル情報（メタデータ）、ライセンス情報などを記述したもの。

すべての資料についてIIIF Manifest※ を公開している。

IIIF ManifestをIIIFに対応したビューワに読み込ませることで、
慶應デジタルコレクションサイト外のシステム上からも資料を
参照、利用することができる。



CMSベースのシステム

管理画面からのデータ入力・メンテナンスが容易に行える。
- 解説の追加、メタデータの修正など

公開画面

管理画面



検索機能

全搭載資料のメタデータを横断検索することができる。
「デジタルで読む福澤諭吉」の資料については全文検索に対応。

メタデータ検索

全文検索



PDFでの公開

図書資料についてはビューワよりもPDFでの閲覧が適しているためビューワと合わせてPDFも公開している。
「デジタルで読む福沢諭吉」、「奈良絵本・絵巻」の一部の資料については、くずし字のOCR処理をした
PDFを公開している。

此女はうのり
けれはうかい
なけれとも
はやく行こそ
ふしきなれ



くずし字翻刻のビューワへの表示（実験）

「ふみのは」(凸版印刷株式会社) を使用した翻刻表示の実験。

IIIF Image APIを使用して背景に表示した画像上に
翻刻テキストを表示している。



2. 関連プロジェクトの紹介



関連プロジェクト
慶應デジタルコレクションと連携した関連プロジェクトについて紹介する

① 富士川文庫デジタル連携プロジェクト試行版

URL: http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/rdl/digital_fujikawa/index.html

同じ資料が別の大学でも公開されていることがわかり、
当サイト内ですぐ参照できる。

京都大学、東京大学、慶應義塾大学が分散して
所蔵する「富士川文庫」（古医書）を
IIIFの仕組みを活用して１サイト上で統合して
公開する取り組みを行っている。

http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/rdl/digital_fujikawa/index.html


富士川文庫デジタル連携プロジェクト試行版

単純なリンク集とは異なり、画像の存在場所を意識することなく各大学のサイトに訪れずに当サイト上
から各資料を閲覧することができる。

リンク集のイメージ デジタル富士川のイメージ

リンク集
ページ

デジタル
富士川

C大学
サイト

A大学
サイト

B大学
サイト

慶應

京大

東大



関連プロジェクト
② Google Arts & Culture

慶應デジタルコレクションに搭載されている
「ボン浮世絵」コレクションについて、
Googleマップと連携したオンライン展示を
公開している。

URL: https://artsandculture.google.com/partner/keio-university

https://artsandculture.google.com/partner/keio-university


3. 国立国会図書館サービスとの連携について



国立国会図書館サーチ(NDL Search)との連携

• 2019年6月からNDL Searchとの連携を開始した。

慶應デジタルコレクションと国立国会図書館サーチ
の連携を開始するにあたり、以下の点を確定した。

① メタデータの利用条件について

② メタデータの連携方法について

URL: https://iss.ndl.go.jp/information/target/

国立国会図書館サーチの検索対象データベース一覧ページに掲載

https://iss.ndl.go.jp/information/target/


① メタデータの利用条件について

利用条件の明示

メタデータの利用条件 … CC0 (二次利用可能)

検索用API、ハーベスト用APIでの利用も可。

URL: https://iss.ndl.go.jp/information/api/dpid/

国立国会図書館サーチのAPI提供対象データプロバイダ一覧ページに掲載

https://iss.ndl.go.jp/information/api/dpid/


コンテンツの利用条件については…

- 画像利用時には申請が必要。

- 利用時には所蔵情報の表示を条件とする。

- 営利利用時は有料。

利活用実態を把握したい。
申請なしの営利利用を避けたい。

慶應デジタルコレクションのサイトおよびIIIF Manifestに
利用についての記載あり。



② メタデータの連携方法について

検索画面 API

検索 外部システムでのデータ利用
など…

国立国会図書館サーチとのメタデータ連携方法

✔ APIによるデータ収集
OAI-PMHまたはRSSの実装が必要

✔横断検索による連携
SRU, SRW, OpenSearchの実装が必要

✔ファイル提供による連携
慶應デジタルコレクションではファイル提供
によるメタデータ連携を行っている。

- 主にコンテンツを公開するためのシステムであり、
メタデータ配信のためのAPIは未実装である。

- コンテンツの搭載は年に１～２回とデータ追加や
変更の頻度が多くない。



ファイル提供によるデータ連携

・メタデータ項目はコレクションによって様々。
最低限の項目をDC-NDLにマッピングし、Excelファイルを提供。

・追加搭載、変更があった都度ファイルを提出する。

DC-NDL

dc:title

dcndl:titleTranscription

dcterms:alternative

dcndl:volume

dcndl:volumeTitle

dc:creator

dc:publisher

dcndl:publication

Place

dc:date

dcterms:issued

xsi:type="dcterms:W3CDTF"

dc:language

xsi:type="dcterms:ISO639-2"

dcterms:description

dcterms:tableOfContents

dcterms:extent

dcndl:materialType

rdfs:seeAlso

rdf:resource

rdfs:seeAlso

rdf:resource

rdf:type

foaf:thumbnail

rdf:resource

Excelファイルを提出し、国立国会図書館サーチの
搭載データを追加・変更・削除



検索画面の例

検索結果

詳細

検索結果/詳細ページから慶應デジタル
コレクションの該当ページへリンク。



APIの利用例

NDL Searchが提供する検索API(SRU)を使用して慶應デジタルコレクションに搭載されて
いる資料のメタデータ情報を取得する。

https://iss.ndl.go.jp/api/sru?operation=searchRetrieve&maximumRecords=200&query=dpid=keio

データプロバイダID

https://iss.ndl.go.jp/api/sru?operation=searchRetrieve&maximumRecords=200&query=dpid=keio


ジャパンサーチとの連携

• 2019年8月からジャパンサーチとの連携を開始した。

検索画面 API

ジャパンサーチへのデータ連携

慶應デジタルコレクションからは国立国会図書館
サーチへのファイル提供によるデータ連携のみを
行っている。

国立国会図書館サーチのデータのうち、ジャパン
サーチのポリシーに適合したメタデータを連携。

✔二次利用条件を明示する必要がある



ジャパンサーチとの連携

URL: https://jpsearch.go.jp/database/issnl

ジャパンサーチの連携データベース ＞ 国立国会図書館
サーチのページに掲載。

コンテンツ利用条件とメタデータ利用条件について明記。

https://jpsearch.go.jp/database/issnl


ジャパンサーチの検索画面の例



国立国会図書館サービスとの連携（現状評価）

• 慶應デジタルコレクションにはメタデータ配信の仕組みがないた
め、国立国会図書館サーチおよびジャパンサーチが提供するAPI
を利用することによってメタデータを活用することができる。

⇒メタデータの二次利用がしやすくなる。

• 資料の発見、利用の幅が広がる

⇒コンテンツの利用申請もコンスタントにある。



4. 今後の展開など



慶應デジタルコレクションの今後の展開

• 継続的なコレクション資料追加を進める。

☞ 利用要望の多い資料、過去の展示で公開した資料など

• 図書館システム（OPAC）との連携

☞ 物理資料とデジタル資料の見せ方、ディスカバリーサービスの活用

• IIIFの仕組みを利用したビューワへの翻刻表示

☞ アノテーション付与

• サイトのHTTPS化 対応

☞ 外部システムからの利用のため要望あり


