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国立国会図書館サーチとは
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国立国会図書館サーチとは

• 国立国会図書館の新しい検索サービス

概要• 概要

– 平成22年8月 「開発版」として試行公開

– 平成24年1月～ 稼働

– 国立国会図書館・全国の公共図書館等の蔵書、デジタル化国 国会図書館 国 共図書館等 蔵書、デジタ
コンテンツ等を統合検索

「国立国会図書館総合目録ネットワーク」（ゆにかねっと）、「国立国会図書館総合目録ネットワーク」（ゆにかねっと）、国立国会図書館総合目録ネットワ ク」（ゆにかねっと）、
「国立国会図書館デジタルアーカイブポータル」（PORTA）は、
国立国会図書館サーチの中で実現

国立国会図書館総合目録ネットワ ク」（ゆにかねっと）、
「国立国会図書館デジタルアーカイブポータル」（PORTA）は、
国立国会図書館サーチの中で実現

– 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 タベ は 個( 年 月現在)– 検索対象データベースは214個(2012年2月現在)
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国立国会図書館サーチのコンセプト

• 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、。単 検索機能を提供する け なく、 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。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！
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システムとしての特徴

＜特徴１＞

統合図書館システムであるNext-L Enjuをコアに、Heritrix、Hadoop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

＜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 （J-GLOBAL、GETAssoc、
J-SERVER、カーリル等の活用）

＜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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現在までの経緯（ゆにかねっと関係を中心に）

「開発版」として試行公開
平成22年8月17日 ＊この時点では、平成21年時点のゆにかねっとデータを

投入。以後本年10月のデータ投入まで更新は行わず

ゆ かね と関係 業務系機能（ 申込機能 参加館管
平成23年3月下旬

ゆにかねっと関係の業務系機能（ILL申込機能、参加館管
理機能等）開発完了

平成23年10月初旬時点のデ タを投入 これにより NDL
平成23年10月下旬

平成23年10月初旬時点のデータを投入。これにより、NDL
サーチとゆにかねっとのデータが同期

データ提供館からNDLサーチへのデータ送付開始（ゆに
平成23年12月初旬

デ タ提供館からNDLサ チへのデ タ送付開始（ゆに
かねっと ⇒ NDLサーチの連携切り替え）

平成24年1月6日 NDLサーチを正式サービスとして一般公開

平成24年1月10日 ゆにかねっと参加館に対し、ILL機能の提供を開始

平成24年1月20日
ゆにかねっとの旧URLからNDLサーチの現行ページへの
リダイレクト開始
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平成 年 月 日
リダイレクト開始
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検索対象 – 機関別、資料別
機関

国立国会図書館 国立情報学研究所・国立国会図書館
・公共図書館
・大学図書館

・国立情報学研究所
・科学技術振興機構
・国立公文書館大学図書館

・専門図書館

国立公文書館
・国立美術館
・国立博物館

・・・など

資料資料

・紙資料
・デジタル資料（テキスト 画像 音声）

今後
は

ゆにかねっと事業では、従来
紙資料が対象だったが、今後
はデジタル資料も視野に

・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・・・など
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検索対象との連携方法

• 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 索検索ボタ を検索ボタ を 検 索検索ボタンを
クリックすると
検索ボタンを
クリックすると

その都度
検索にいく
その都度
検索にいく

検索 検索

国立国会図書館サーチ事前に事前に 国立国会図書館サ チ
のデータベース

事前に
メタデータ

を収集

事前に
メタデータ

を収集
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連携の全体像

ゆにかねっと（「公
共図書館蔵書 ）
ゆにかねっと（「公
共図書館蔵書 ）

ゆにかねっとの範
囲のメタデータも、
ゆにかねっとの範
囲のメタデータも、

共図書館蔵書」）
については、現時
点では、API
（OAI PMH）での

共図書館蔵書」）
については、現時
点では、API
（OAI PMH）での

NDLサーチのGUI
から提供
NDLサーチのGUI
から提供

（OAI-PMH）での
配信の対象外
（OAI-PMH）での
配信の対象外
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アクセス

① URL： http://iss.ndl.go.jp （検索トップページ）

（ゆにかね と事業＊ http://iss.ndl.go.jp/somoku/ （ゆにかねっと事業
案内ページ）

② Google、Yahooなどの検索エンジンで「国立国会図
書館サーチ」と検索

③ 当館ホームページのトップ画面から

「オンラインサービス一覧」＞「国立国会図書館サーチ」オンラインサ ビス 覧」＞ 国立国会図書館サ チ」

※スマートフォン版：http://iss.ndl.go.jp/sp/

※携帯電話版：http://iss.ndl.go.jp/mobile/
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主な機能のご紹介
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簡易検索

• 1つの検索窓から、簡易にキーワード検索ができる

＜トップペ ジ 簡易検索＞

12

＜トップページ 簡易検索＞
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詳細検索

• 「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
索できる索できる

13

＜トップページ 詳細検索＞
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同じ作品をまとめて表示

• 同じ作品でも、単行本／文庫本、紙資料／デ
ジタル資料というように形態が異なる資料をジタル資料というように形態が異なる資料を、
まとめて表示

クリック
で展開
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検索結果の絞り込み

• 検索結果を

– 資料種別

デ タベ ス– データベース

– 所蔵館
所蔵館での絞
り込みも可能

– 出版年

分類

り込 能

– 分類

– 特徴語特徴語

により絞り込むことができる
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＜検索結果一覧（左側）＞
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再検索キーワードの提示

• 検索語をもとに再検索のた
めのキーワードを導出して
表示表示

– 関連キーワード

著者名 ド– 著者名キーワード

– 科学技術用語科学技術用語

（Powered by J-GLOBAL)

– 連想キーワード
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＜検索結果一覧（右側）＞

第19回総合目録ネットワーク事業フォーラム2012/3/9



オンライン書店で探す

• オンライン書店で探すためのリンクを表示

＜書誌詳細＞
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利用の流れ（公共図書館提供データ利用の観点から）１

＜書誌詳細画面＞

＜「横浜市の工業」の検索結果＞

18

＜「横浜市の工業」の検索結果＞
＜横浜市中央図書館OPAC＞

＜NDL-OPAC＞
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利用の流れ（公共図書館提供データ利用の観点から）２

「都市横浜の記
憶」にてデジタ
ル化資料の閲
覧が可能

＜「横浜市の工業」の検索結果＞

覧が可能
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＜「横浜市の工業」の検索結果＞
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APIの提供

• 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 を提供能となるAPIを提供

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

• 詳細は「外部提供インタフェース（API）」のページ参照詳細は 外部提供インタフ ス（ ）」の ジ参照

「APIについて」のページ
(http://iss.ndl.go.jp/information/api/)
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国立国会図書館サーチと国立国会図書館サ チと
公共図書館、パッケージベンダー

21第19回総合目録ネットワーク事業フォーラム2012/3/9



国立国会図書館サーチによる公共図書館・ベンダ支援

開発したソフトウェア（国立国会図書館サーチ）は、将来的にはOSSとし
開 （ 拡張版） 共 書館等 利 供する とを想定て公開し（ Next-L拡張版）、公共図書館等での利用に供することを想定

各ILSパッケージにOAI-PMHを実装するための情報提供、技術支援

⇒システム構築支援⇒システム構築支援

書誌情報の収集及び配信の標準APIを持ち 書誌情報の記述要素とし書誌情報の収集及び配信の標準APIを持ち、書誌情報の記述要素とし
てDC-NDLを採用

 「NDL新着書誌情報」により、可能な限り早い段階（納本から数日）での
新着書誌情報を提供。 各館では、その書誌情報を自館のシステムに取
り込み、必要な情報を付加して活用することが可能（非営利の場合は申
請の必要なし）請の必要なし）

⇒書誌の作成支援

22第19回総合目録ネットワーク事業フォーラム2012/3/9



公共図書館へのお願い

• 都道府県域検索サービスの改善の推進

⇒現在の県域横断検索システムの高度化

⇒メタデータを保持する「県域総合目録」の実現

⇒各館のデジタルコンテンツも対象に加え、「デジタル＋紙」の総
合目録を実現

・APIを実装したILSパッケージの導入

⇒これにより OAI-PMH DC-NDL(RDF)での連携を推進⇒これにより、OAI-PMH、DC-NDL(RDF)での連携を推進
（各館OPAC → NDLサーチ）

⇒NDLサーチの「新着書誌情報」を利用して 各館での書誌作成⇒NDLサ チの「新着書誌情報」を利用して、各館での書誌作成
を推進（NDLサーチ → 各館OPAC）
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パッケージベンダへのお願い

• 自社製品への 書誌情報の収集及び配信の標準APIの実装• 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当館等への書誌情報配信機能
⇒OAI-PMHでのDC-NDL形式等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当館が提供する書誌情報の収集機能
⇒OAI-PMHでのDC-NDL形式等の書誌情報の収集を可能に

メタデータの標準化への留意
⇒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、ご配信ください。
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関連ドキュメント

図書館システム（ILSパッケージを含む）に「書誌情報配信機能」「書誌情報収
集機能」を実装するためには、以下のドキュメントをご参照ください。

○NIIの「OAI-PMH2.0日本語訳」のページ
htt // ii j /i / hi /t l ti / i h2 0/http://www.nii.ac.jp/irp/archive/translation/oai-pmh2.0/

○DC-NDL(RDF)フォーマット仕様
○DC NDL（Si l ） ト仕様○DC-NDL（Simple）フォーマット仕様
http://iss.ndl.go.jp/information/metadata/

○外部提供インタフェース仕様書
http://iss.ndl.go.jp/information/wp-content/uploads/2010/05/ndlsearch_api_all_20120107.pdf

※実装を進めるうえで、疑問点が生じた場合は、NDLに問い合わせていただくこと
も可能です（その際の窓口は図書館協力課）。
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国立国会図書館サーチの今後
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来年度の計画

NDLサ チ書誌詳細画面から 各館OPAC書誌詳細画面へ

＜統合検索サービスの提供＞

NDLサーチ書誌詳細画面から、各館OPAC書誌詳細画面へ
の直接遷移の（一部の館での）実現

各館で独自に作成している書誌（郷土資料等）のAPIでの配各館で独自に作成している書誌（郷土資料等）のAPIでの配
信に取り組む準備

NDLサ チと連携するために諸システムに適用を推奨する

＜統合利用促進のための環境整備＞

NDLサーチと連携するために諸システムに適用を推奨する
実装仕様を示したガイドラインの作成・公開

ダ 説システムベンダへの説明会の開催

（一部の館との）OAI-PMHでの連携開始
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