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第 21 回図書館総合展フォーラム：パネルディスカッション 

「国立国会図書館サーチのこれから：書籍等分野・図書館領域のつなぎ役として」 

 

モデレーター：原田隆史氏（同志社大学教授） 

パネリスト：日野文都氏（宮城県図書館）、稲木竜氏（慶應義塾大学メディアセンター）      

垣内志織氏（三重県立図書館）、川瀬直人（国立国会図書館） 

 

 NDL サーチとジャパンサーチの関係 

原田：本日は NDL サーチについて、つなぎ役というトピックでお話しいただきました。参

加者の方の中にも NDL サーチとジャパンサーチのつながりや違いについて疑問をお

持ちの方も多いと思うので、パネルディスカッションに移る前に、NDL サーチとジャ

パンサーチの関係について整理させていただきます。 

国立国会図書館はジャパンサーチにデータを提供しているほか、ジャパンサーチのシ

ステム担当としても関わっています。ジャパンサーチは博物館や美術館の資料のメタ

データも集めています。博物館や美術館の資料については、図書館の資料の使われ方

と共通点がある一方で、相違点も多く存在します。博物館や美術館の資料は実物の作

品にたどりつかなければなりません。一方で図書館の資料は、ある図書館に限定せず

に、他の図書館の資料や、書店等の様々なステークホルダーにつなげることもありえ

ます。 

このように資料をつないでいくための手段として、資料を探し、そのメタデータを集

積するツールを考えたとき、このツールを十分に機能させるためには、分野ごとに使

い方が分かれていたほうがよいのか、統合したほうが便利なのかという課題が生じま

す。今後については改めて検討するとして、当面デジタルデータを広く集めるものと

してジャパンサーチを作り、利用に供することにしました。そして、その中でも図書

館資料をデジタル化したものは、まず NDL サーチに集約し、ジャパンサーチへ提供

する、という運用を行うことになりました。このような背景が、NDL サーチとジャパ

ンサーチの違いです。 

事前に寄せていただいた質問 1の中にも、NDL サーチとジャパンサーチ、どちらと連

携すればよいのか、というものがありましたが、自分のところが図書館に関わる、図

書館資料をたくさん持っている、ということであれば NDL サーチとまず連携してい

ただくのが適切といえます。そうすればジャパンサーチにもメタデータが収録され、

どちらでも利用できるようになります。自分のところの資料が図書館資料であるか迷

う場合にはまず相談していただければと思います。 

                                                        
1 フォーラム中、アンケートシステムを用いて会場から質問を募集し、ディスカッションに取り入れた。 
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図書館の資料をデジタル化した場合に、直接ジャパンサーチに投入することも不可能

ではありません。しかし、せっかく図書館の分野についてメタデータを集積する環境

があるため、NDL サーチに提供していただければ、両方から検索することができ、よ

り広い範囲の方に資料を利用してもらうことにつながるでしょう。 

 

川瀬：個別の事情もあるかと思いますので、連携についてご関心のある方は本フォーラム終

了後、会場にいる他の NDL サーチ担当にご相談いただければ幸いです。また、展示

会場の国立国会図書館のブースにはジャパンサーチ担当もおりますので、自分の領域

がジャパンサーチと思われる方は、そちらにもご相談いただくことができます。 

 

 NDL サーチと連携したメリット、連携に当たってのコスト 

原田：宮城県の場合はどうでしょうか。 

日野：宮城県図書館から直接データを取得できるようにもしていますが、例えば利用者が資

料を探すときに、特にその人が普段図書館に来ないような人だと国会図書館のような

大きなところに行く人が多いと思います。いきなり宮城県図書館から検索してみる人

は少ないと思うので、そのような人にも資料の利用可能性を開くことができるのはメ

リットだと思います。 

日野：メタデータを収集してこうなりました、ということについてお話します。2015 年の

システムリプレースまでは、冊子体の目録は持っていたものの WEB 公開はしていま

せんでした。それが WEB 公開を行い、NDL サーチからも目録を提供するようになっ

てから各段に申込が増えました。いつでも現物を提供できるわけではないので、レプ

リカやデジタル資料を案内することもありますが、（それを行う）貴重資料閲覧室で

は申込が増えたことによって、次回のシステム更新の際に専用の申込ページを作成し

なければならなくなったほどです。 

 

原田：稲木さんはメタデータを集めて APIで提供する役割を国会図書館サーチに期待する、

ということをおっしゃっていました。また、利用の活性化も期待しているということ

でしたが、実際にその効果は上がっているのでしょうか。 

稲木：具体的に NDL サーチ経由でどの程度の利用があるのかの分析は行っていませんが、

コンスタントに利用の申請は出ている状態です。 

ジャパンサーチや NDL サーチにデータを提供して、ユーザーに利用していただくこ

とは外部から慶應の資料の発見の機会となり、デジタルアーカイブに興味がある人等

が資料を発見できる機会が増えるというメリットがあると考えています。 
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原田：連携のために費やしたコスト対効果という観点ではどうでしょうか。 

稲木：NDL サーチとの連携のコストというと、メタデータの提供、今回でいうとファイル

でしたが、そのほかメタデータを標準的なフォーマット、DC-NDL へマッピングする

コストがあると思います。（これは）私がやっているのですが。それくらいのコストで

す。このコストに比べると多くの方に利用していただいていると言えると考えていま

す。 

原田：今回はエクセルを用いてメタデータ投入を行ったということですが、DC-NDL のマッ

ピングというのは、最初に（フォーマットとなる）ファイルさえ用意しておけば、後

はコピー＆ペーストというイメージでよいのでしょうか。 

稲木：そのとおりです。データベースではマトリックスで持っているので、そこから必要な

列（項目）だけを貼り付けていくだけです。 

原田：DC-NDL といわれると構えてしまいますが、最初のフォーマットを決めておけば、貼

り付けるだけであり、そこまで大変ではないということですね。 

 

原田：宮城県でも DC-NDL への対応で何か工夫しているのでしょうか。 

日野：宮城県はゆにかねっとのデータ提供館として、初期の段階から参加させていただいて

います。最初は手作業でマッピングを行っていましたが、システム更新を重ねていく

うちに、システム的に対応できるのではないか、と考えるようになりました。（システ

ム的に連携するようになって）今では本当に楽になっていると思います。一度システ

ム的に対応してしまえば、そこまで大変なことはなく、手作業でやっていたころと比

べて相当楽にできます。私も昔手作業でやっていたので、実感があります。 

原田：ゆにかねっととデジタルアーカイブでは同じ形式を使っているのでしょうか。 

日野：そうです。同じ DC-NDL による OAI-PMH 連携です。 

原田：デジタルデータと図書のデータを合わせて作ったということですか。 

日野：はい。頑張って合わせて作っています。 

原田：なるほど、デジタルデータ作成の段階で、図書と合わせた仕組みを構築できたという

ことですね。最初にそのような形で構築しておくと、OAI-PMH はファイルを作れば、

後は収集してもらうだけという仕組みなので、楽になるんですね。 

 

原田：三重県の発表では、OAI-PHH の導入で困っていることがあるということでしたが、

調整に苦労されているということでしょうか。 
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垣内：国会図書館で出されているもの（連携に係る資料）は、どんなベンダでも参入しやす

いものになっているために、細かいところまで決められていません。そのため、県と

市町で異なるベンダである場合に、細かいところで解釈がずれてしまうということが

あり、その調整で困ることがあります。 

原田：その点、国会図書館ではどうなっているのでしょうか。 

川瀬：仕様をがちがちに決めてしまうと、ベンダにとってやりづらくなってしまいます。あ

る程度幅を持たせないとベンダの対応できる余地が少なくなります。可能であれば

我々も直接ベンダと話をして「この点は統一してくれるとありがたい」と言うことな

どして、導入にご協力できると考えています。 

データの持ち方、ベンダとの関係は個別の事情によって変わる部分もあるので、一般

的なやり方を示すことはできません。しかし、できるだけ我々のほうでも柔軟に対応

していきたいと考えているので、もし悩んでいる方がいるなら個別にご相談いただけ

れば、支援ができると思います。 

 

 NDL サーチのメタデータ集積による利活用への期待 

原田：NDL サーチに参加することによって、将来的にどのような利用形態を期待している

でしょうか。これまでバラバラに存在していたものがデジタルコレクションという形

で集まり、それがさらに NDL サーチに集まることによるメリットが出てくると思い

ますが、そうした点でどのようなことを期待していますか。 

稲木：慶應のデジタルコレクション上のメタデータ項目はバラバラしていますが、NDL サ

ーチを経由することで標準的な統一されたメタデータ項目として出すことができる

ようになりました。標準的なメタデータ項目として出すことができると、他のサービ

ス、例えばジャパンサーチとの連携やディスカバリーサービス等で活用していただけ

るようになってよいと思っています。 

 

 メタデータとコンテンツのライセンスについて 

原田：様々な利用が広がることがジャパンサーチでも国会図書館サーチでも期待され、その

近道として実際にメタデータを活用してもらうものとして、国会図書館サーチがあり

ます。メタデータのライセンスは CC0 で使ってもらうのがよいという認識にあまり

齟齬はないと思います。 

原田：コンテンツとメタデータのライセンスが混同されがちですが、コンテンツはそれぞれ

の権利者の状況に応じて設定していただければよく、コンテンツを探すためのメタデ
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ータについては色々なところで活用してもらえるように、CC0 がよいのではないかと

思います。 

先ほどのお話し 2の中で、コンテンツの営利利用については申請してほしいという話

がありましたが、ライセンス決定の過程でどのような検討があったのでしょうか。 

稲木：直接かかわっていたところではないので分からない部分がありますが、デジタルコレ

クションでは、コンテンツについては利用実態を把握したいということで申請が必要

となっています。一方、メタデータについては解説等の部分を除いてメタデータを

CC0 とすることとしました。 

日野：宮城県でもコンテンツを何かに掲載したい場合は、別途申請が必要となっています。  

魚や虫が入っている『魚蟲譜』という資料がありますが、この中には当時存在すると

信じられていた河童の絵などもあります。とてもかわいいので使いたい方は多いと思

います。ただ、あまり変な使い方をされても困るので、コンテンツについては CC-BY

として、どこの何かを明示のうえ使って頂くようにお願いしています。 

メタデータについては、我々もせっかく作ったメタデータはもっと活用していただき

たいと考えていて、使っていただけるように色々工夫はしていますが、やはり外部の

方のほうが、我々に思いつかない新しい使い方をしてくれると思うので、そうした効

果も期待して CC0 としました。 

原田：NDL サーチとしては、メタデータを使っていただけるということをまずは重視して

いて、何らかの使い方を意図するというよりは、利用しやすいメタデータをたくさん

用意すれば何かが生まれてくるのではないかという考えで進めていることと思いま

す。 

 

 公共図書館自身がつなぎ役となることについて 

原田：つなぎ役という点からいうと、国会図書館にメタデータを提供する図書館自身がつな

ぎ役になるということも考えらます。その意味で三重県の事例が面白いと思いますが、

三重県図書館情報ネットワーク（MILAI）はどのくらいの館が参加しているのでしょ

うか。 

垣内：現在、MILAI の参加館は 48 館存在していますが、OAI-PMH 導入済みの館が 14 館、

これから導入することになっている館が 22 館存在していて、合計 36 館は確実に OAI-

PMH 連携が実現する見込みです。 

原田：この 4 年間の間で半数近くが導入していて、将来的には 36 館が OAI-PMH 連携にな

                                                        
2 パネルディスカッション前に実施した事例報告を受けての発言。 
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るということで、かなり多いという印象ですね。この過程で参加館からこうしてほし

い、というようなリクエストはあったのでしょうか。 

垣内：特にありませんでした。三重県は昔から各館との会議体を持ってきたという経緯があ

ります。また、ネットワーク構築の当初から集中型を指向してきたという経緯もあり、

スムーズに進行しました。 

垣内：また、郷土資料は館によって書誌情報の持ち方がバラバラでしたが、OAI-PMH を導

入する過程で統一が図れるのが良い点だと思っています。 

原田：郷土資料のメタデータの統一というお話が出ましたが、統一のためにはルールを整備

する必要があると思います。これについては何か取り組みをされているのでしょうか。  

垣内：郷土資料は後から MARC データが付与される場合があり、先にその館独自のデータ

を作ってしまうとそこからデータを変更しないことが多いです。そういったものも

OAI-PMH を導入することで同定していくことができると思うので、データの均一化

ができていったらよいと考えています。 

原田：ありがとうございます。とても面白いと思います。データを作る図書館群とそのデー

タを集める図書館群という、様々なタイプの図書館が NDL サーチ参加していただき、

それをつなげていくことができればより利用が広がっていくのではないかと期待し

ています。 

 

 今後 NDL サーチと連携を考えている方に向けて 

原田：つなぐときの工夫は、稲木さんのお話の中にもあったように、大変ではないというと

言いすぎかもしれませんが、割とどこにでもあるツールで参加していただくことがで

きるという印象を持ちました。 

また、NDL サーチというと、OAI-PMH（で連携する）というイメージが付いてきま

したが、データ量によってはファイル連携でも、全件洗い替えることで、そこまで労

なく（NDL サーチ上で）データ更新ができるということが分かりました。様々な連携

の仕方が広がっていくと面白いなと思います。 

相談ベースにはなると思いますが、NDL サーチの方では、連携希望があれば、すぐに

連携開始できるようなものでしょうか。 

川瀬：今すぐというのは難しいところはあります。ただ、稲木さんの話にあったような DC-

NDL のマッピングが難しいようであれば、国立国会図書館がサポートしますし、エク

セルのデータしか存在しなくても連携は可能です。また、宮城県のように OAI-PMH

で連携することができれば、業務としても楽になります。 
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NDL サーチを通してメタデータを流通していくことができれば発見の可能性はかな

り広がると思います。今でも何かを調べようとしたときに、とりあえず NDL サーチ

も探してみるという人はたくさんいます。その時に、NDL サーチにメタデータが入っ

ていれば助かるひとがたくさんいると考えています。 

そのような期待に応えるために、NDL サーチにデータを投入するときに何か制約が

あれば突破したい、と考えています。連携のために壁があるからといって、そこで止

まることなく、是非まずは我々に相談してほしいと思っています。 

 

原田：是非つなぎ役という点で、NDL サーチに期待していただきたいと思います。ここで

パネルディスカッションは終了させていただきます。 
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