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皆様こんにちは。情報システム課の小澤

と申します。現在、国立国会図書館サーチ

の開発を担当しておりまして、今日はその

概要を説明致します。 

国立国会図書館サーチは平成 22 年 8 月

に公開したばかりでして、まだ開発版とな

っています。開発版ということで、皆様と

一緒に育てていきたいと思いますのでど

うぞよろしくお願いします。 

 

国立国会図書館サーチとは 

国立国会図書館サーチというのは当館

の新しい検索サービスでして、既存の検索

サービス、NDL－OPAC や総合目録、あ

るいはリサーチナビ、レファレンス協同デ

ータベース、PORTA といったものを統合

的に検索できるシステムです。24 年 1 月

から本格的に稼働していきます。その際に

は総合目録も、この中で実現することにな

ります。次世代 OPAC がどういうものか

は後ほどデモンストレーションで各機能を説明しますので、それが次世代 OPAC 的なもの

 

３．報告「国立国会図書館サーチについて」 

 

 

                   総務部情報システム課

小澤 弘太     
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であるとご了解頂ければと思います。 

検索対象データベースは今のところ 43 あります。国立国会図書館内部のもの、外部のも

のあわせて 43 というわけでして、それがどういった内訳かは次のスライドでご説明したい

と思います。 

 

何を目指して我々はこれを構築して、皆

様に提供しているのかということですが、

当館が保有しているもの/していないものが

ありますが、保有の有無を問わず、また媒

体も紙媒体かデジタル化されたもの、ある

いは音声、テキスト情報色々なものがあり

ますが、そういったものをいつでもどこで

も的確かつ迅速にアクセス、あるいはその

場でアクセスできなくてもここにあります

ということを案内できるようにする、つまり単なる目録というより、皆様が実際資料を利

用するという目的を達成するための入口になるようにしようとしています。それを違う言

い方をします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に

なるようにしよう、ということを考えております。これは我々の思いがこもっていること

ですので、この知のアクセスポイントということは色々なところで申し上げていきたいと

思います。 

 

43 個のデータベースがどのようなものか、

提供している機関と資料という 2 つの軸か

らご説明します。機関は大きく分類すると

次のようなものになります。当館が提供し

ているもの、公共図書館、大学図書館、専

門図書館、NII、国立公文書館、民間電子書

籍サイトなど色々なところから提供して頂

いています。資料について見ると、全国の

図書館の蔵書、各機関のデジタル資料、レ

ファレンス事例と大きく 3 つあります。MLA 連携ということで、国立美術館、国立公文書

館、国立博物館と色々な観点で連携していくべきというムーブメントがありまして、

PORTA でもすでにさせて頂いていたのですけれども、国立国会図書館サーチでも連携させ

て頂いています。レファレンス事例（図書館が質問を受け、それに対する回答）は利用者

にとって書籍やデジタル資料と並んで重要なものと考えています。 
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検索対象との連携方法ですけれども、方式

が 2 つあります。検索していると 2 つある

というのに気付く方もいらっしゃると思い

ますが、書誌情報、メタ情報を事前に収集し

て検索しているものが 34 個あります。左側

がそれに当たります。あとはその都度検索に

いっているもの（横断検索と言っています）

ですが、この横断検索は時間がかかることが

あります。この 2 種類があるということを

利用者には感じさせないようにしたいと思っておりますけれども、裏側ではこういった 2

つの方式があります。 

 

先ほどの 43 のデータベースを一度に検索

できますといった部分ですけれども、それを

図で示すとこういうことになります。真中に

ある青い四角が国立国会図書館サーチを表

しています。その下に国立国会図書館とか各

機関のデジタルアーカイブであるとか蔵書

目録、レファレンスなどのメタデータを集約

します。国立国会図書館サーチの中のデータ

ベースに格納します。そうすることで結果的

に青い四角の中に 3 つ楕円を書きましたが、デジタル、紙資料、レファレンス情報の総合

目録というものがこの中で実現されていくと考えています。 

集約した次は、提供ですけれども、大きく分けて 3 つのルートがあります。まず真中に

NDL が直接利用者に提供する、国立国会図書館サーチが提供している画面で皆様に検索し

て使って頂くということになります。これは後ほどデモでお見せします。他に 2 つルート

がありまして、左側は他のネットワークを利用して利用者に届けるということです。たと

えば MLA 連携のネットワーク（美術館や博物館、公文書館のネットワーク）、あるいは大

学図書館のネットワークなど色々なネットワークがございます。国立国会図書館サーチと

いうのは単独でメタデータを全て集めるというものではなくて、他のネットワークに参画

していく、相互参照していくことで、結果的に利用者に最良の形でデータを提供すること

ができればよいと思っております。その中で API ということをお聞きになったことがある

と思いますけれども、国立国会図書館サーチ外のシステムが国立国会図書館サーチを使う

ためのシステム間の連携をする為の仕組みをアプリケーションプログラムインターフェー

スといっていますが、そういう機能を実装して、メタデータを提供していきたいと思って

おります。 
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右側の Google とか Yahoo といったサービスプロバイダーには 2 種類の意味があります。

一つは API 経由で民間の色々なサービスを提供しているところに、例えば皆様から頂いた

情報、公共図書館の蔵書であるとか、あるいは NII からの情報とか、色々なところから集

めた情報を、ある一つの書誌のデータに変換して、それをサービスプロバイダーに提供し

て、色々なサービスを展開していくということがあります。もう一つは Google とか Yahoo

で検索することが、情報探索する上で最初の入口になるということがあります。Google で、

ある書名を検索した時の結果一覧の上位に、当館が提供する書誌詳細が表示されることで、

国立国会図書館サーチを知らなくても使って頂くことになります。以上、大きく分けて 3

つのルートを紹介したのですけれども、こ

ういうルートで結果的に利用者に届けば

いいのかなと思っております。 

 

この図は、先ほどから少し変わったもの

で、変更部分を赤く括ってあります。今日

皆様が関係していらっしゃるのは図のこ

の部分で、この部分について協力頂いてい

るのであり、今後一緒に育てていきたい部

分ということで赤く括ってあります。 

 

次に、原田先生の話にもつながっていく

のですけれどもシステムとしての特徴を

申し上げておきたいと思います。国立国会

図書館サーチというのは、国立の機関では

まだ珍しいと思うのですけれどもオープ

ンソースソフトウェアを活用して構築し

ております。オープンソースソフトウェア

といっても何？と思う方もいらっしゃる

と思います。ソフトウェアの設計図にあた

るものとしてソースコードというものがありますが、それをインターネットで無償で公開

して、誰でもそれを改良したり、再配布したりすることができる、そういうもののことを

オープンソースソフトウェア（OSS）といいます。Linux であるとか Firefox などがオープ

ンソースとして有名なのでお聞きになったことがあると思いますが、国立国会図書館サー

チは Next-L Enju という統合図書館システムをコアに、Heritrix、Hadoop、GETAssoc、

WordPress といった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しています。

そういうことをなぜしているかといいますと、開発した国立国会図書館サーチ自体をオー

プンソースとして公共図書館などで自館のシステムとして使って頂くことを考えています。
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ですので基本的にオープンソースで作っています。特徴の 2 番目ですけれども書誌情報の

収集および配信の標準 API を持っているということがあります。OAI-PMH など色々な方

式がありますけれども、そういった標準的なものは大体実装しておりまして、外のシステ

ムからメタデータを収集し、収集したメタデータを横断検索なり配信機能によって提供す

ることが比較的容易にできるようになっています。特徴の 3 番目としては書誌情報の記述

要素としては、「国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述」（DC-NDL)を採用していま

す。メタデータ記述の国際標準としてダブリンコアというものがありますが、それに国立

国会図書館の特徴を加えたものです。2007 年に最初に公開しましたが、ダブリンコアの方

でも改訂があったということで、当館の方も少し改訂しまして昨年改訂版を公開しました。 

 

アクセス方法ですが、URL はこちらにな

ります。Google などで国立国会図書館サーチ

と検索しても出てきます。当館のホームペー

ジのトップページからは電子図書館の一番

下から飛ぶことができます。 

 

主な機能 

では、ここから主要なところだけデモをし

たいと思います。ご覧になった方も多いと思

いますが、こちらが国立国会図書館サーチの

トップページになります。今日は図書館の関

係者が多く参加されているということで「図

書館」と検索してみます。 

2、3 秒で結果が返ってきました。検索後

の画面が検索結果一覧になっておりまして、

ランキングのロジックの問題で雑誌記事索

引が上の方に出てきておりますが、メタデー

タに「図書館」を含んでいるもの、また全文に含んでい

るものもインデックスとして格納されていますが、そう

いったものが検索結果一覧の中に出てきています。 

「図書館」の検索結果ですと、ヒット数が多いので、

本・雑誌で絞り込みます。絞り込みというのが画面左側

にありまして、ファセット検索ということを聞いた方が

いらっしゃると思いますが、この一覧の中からたとえば

資料種別で絞り込みをしていく、これが次世代 OPAC 的な機能ということになります。本・

雑誌で絞り込んだ結果、「図書館」というキーワードを持った中で、本・雑誌の集合が一覧
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として表示されております。これが基本的な絞り込みの流れになります。さらに他の絞り

込み、出版年や分類などで絞り込むことができます。これをファセット検索といいます。 

 

次に画面右側の方にご注目下さい。関連キ

ーワード、著者名キーワード、連想キーワー

ドというのがあります。これは再検索の戦略

を提示しているものです。たとえば関連キー

ワードの中にあります「関連語」というのは、

当館が作成しております件名標目表から「図

書館」という語の関連語を表示しております。

例えば電子図書館をクリックしますと、電子

図書館というキーワードで検索し直します。

その結果は「電子図書館」という語を含んだ集合になります。当然先ほどよりも少なくな

ります。その時、右側には電子図書館と関連した言葉が出てきます。 

偶然ですけれども、「著者名キーワード」の上から 3 つめが私の一番上の上司に当たる長

尾真館長の名前が出ておりますので、それで絞り込みをしてみたいと思います。「長尾真」

をクリックしましたが、長尾真というキーワードでの検索をし直していることになります。 

 

その結果、たくさんヒットしたのですが、2 ページ

目を見ますと、「電子図書館」という本があります。お

読みになった方も多いのではないかと思うのですが、

1994 年に最初に出版され 2010 年にまた出版されまし

た。その上下には太線が引いてありますが、これは同

じ著作物をグループ化した表示となります。FRBR と

いうことを聞いた方もいらっしゃると思いますが、著

作単位で同じと思われるものを太線で区切って表示しております。このへんはまた志村の

方から説明があると思います。 

 

1994 年の「電子図書館」をクリックしてみます。タ

イトルをクリックしますと書誌詳細画面が表示されま

す。タイトルや著者名が続きますが、このあたりはい

わゆるメタデータに当たる、図書館で作っている情報

です。画面右側は入手手段を案内しています。

「NDL-OPAC」をクリックすると、この資料の

NDL-OPAC での書誌詳細画面に移ります。 
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「見る・借りる」のところに図書館名が

たくさん並んでおりますが、これらの図書

館で「電子図書館」を所蔵しているという

ことになり、この部分で総合目録の機能が

実現されていることになります。図書館名

をクリックすると、各図書館の OPAC のト

ップページに遷移します。将来的には書誌

詳細画面に移っていければと思います。 

では、この資料を図書館で借りるのでは

なくて、購入しようという方もいると思います。皆様、Amazon、Books.or.jp、ビーケーワ

ンなどお使いになっていらっしゃるのではないかと思いますが、「オンライン書店等で探

す」の「Database Linker」をクリックした先で、Amazon をクリックすると、Amazon で

の詳細画面に移ります。皆様がクレジットカードの情報を入れていたら購入までできます。

NDL サーチの書誌詳細画面を起点に、例えば購入まで進めるということも含め色々な入手

手段を利用者に提供したいということで、このようにしています。 

 

付加価値機能 

ここまでが基本的な検索の流れになりま

す。トップページに戻る場合は、左上のロ

ゴをクリックすると戻ります。 

トップページにはログインという表示が

ありますが、利用者登録の際に近くの図書

館を登録して頂くと、書誌詳細画面の右側

にその図書館が所蔵していれば表示される

ことになります。たとえば、世田谷区立中

央図書館が「電子図書館」を持っていれば、

そのことが表示され、クリックすることで

世田谷区立中央図書館の OPAC に移ること

ができます。便利な機能ですので是非お使

い頂ければと思います。 

また、翻訳機能というのを備えておりま

して、これをクリックして頂くと韓国語や

中国語に翻訳されます。ただし、現在は翻

訳しないことがデフォルトになっています。

これはどういうことかといいますと、日本

語を入力すると自動的に韓国語や中国語に翻訳して、翻訳された後のキーワードで検索を
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行ってくれる機能です。検索結果には韓国語や中国語が出てきて読めないことに通常はな

るわけですけれども、結果を日本語で表示することができます。韓国語や中国語のメタデ

ータを日本語で表示することができます。今日は詳細を省略しますが、そういうものがあ

るということをご認識頂ければと思います。 

 

携帯電話、スマートフォンへの提供とい

うこともしておりまして、画面を携帯電話

やスマートフォン向けに最適化しており

ますので、色々なデバイスで WEB にアク

セスできます。スマートフォンについては

PC 版とほとんど同じような機能でお使い

いただけます。携帯電話版は横断検索など

の機能を多少削除しております。URL を

配布資料に書いておきましたので是非お

使い頂ければと思います。 

 

外部サービス連携機能については、書誌

詳細画面右上にいろんなアイコンが並んで

おりますが、Yahoo ブックマーク、はてな

ブックマークあるいは Twitter などがあり

ます。今日のフォーラムもつぶやいて頂い

ているかもしれませんが、表示しています

「電子図書館」という書誌の URL が固定

URL になっていまして、これを Twitter に

投稿することができます。Twitter にログイ

ンしていれば、クリックすると書き込みの

画面が出て、入力フィールドに URL が書き

込まれた状態になりますので、この本は良

い、とかいうことをつぶやきやすくなって

おります。そういう外部サービスの連携を

提供しております。 

 

API については、「API について」1とい

うページがありますので、詳しくはそちら

をご覧ください。色々な標準的 API を提供

                                                  
1 http://iss.ndl.go.jp/information/api/ 
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しておりますので、少しシステムがおわかりになる方は色々使って頂けます。現在公開し

ている API は仕様書を掲載しておりますので、色々お使いいただけますが、今後仕様を変

更することもありますので、その点ご留意下さい。 

 

また、NDL 新着図書情報というのを最近

始めました。納本されたものが整理される

まで当館では時間がかかるのですが、整理

が完了するまでの書誌を国立国会図書館サ

ーチで検索、メタデータを閲覧することが

できます。それをテキストファイル、TSV、

あるいは RSS（ブラウザや RSS リーダーで

お使いいただけます）、で 30 項目ほどをご

覧いただけます。このデータでしたら納本

から数日程度でご提供しておりますので、ぜひお使い頂ければと思います。 

 

今後の展開 

ここからは今後の展開を簡単にお話させ

て頂きます。平成 24 年 1 月のサービスイメ

ージということで数枚スライドが続きます

が、平成 24 年 1 月時点で何が実現できてい

るかをご紹介するものです。すでにできてい

るものも含めて一覧にしてあります。 

さきほどから申し上げていますように、所

蔵機関や情報種別を問わない統合検索機能

を提供しておりますが、より推進していけれ

ばと思います。同一資料や同一著作物をグルーピングして表示することについてはより精

度を上げていければと思っております。日中韓の国立図書館の統合検索は、翻訳検索・表

示機能については既にできておりましてご

紹介した通りです。中国、韓国の国立図書館

と連携して向こう側の OPAC をこちら側で

検索できるように、また逆の場合でもできる

ように調整を進めているところです。 

 

コンテンツの閲覧およびナビゲーション

を容易にする点に関しては、色々なデジタル

コンテンツであれば直に見られるようにし
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たり、あるいは図書館の所蔵を確認したり、オンライン書店に案内したり等、先ほどご紹

介した通りです。 

携帯電話、スマートフォン、タブレット端末などデバイスが増えておりますが、そうい

うデバイスに最適化したユーザインターフェースについては、既にできている部分もある

のですがまだ表面的な処理にしている部分もありますので、今後も推進していければと思

っております。 

 

ユーザビリティを向上させた検索機能の

提供ということで、検索時点での表記揺れを

吸収する曖昧検索をより進めていければと

思っております。またキーワードサジェスト、

（検索語を入れていくと、こういう語でも引

いてみては、と提案する機能）も実装してい

ければと思っています。絞り込み検索とか再

検索機能についても今後充実させていけれ

ばと思っています。 

 

情報およびサービスの再利用の機能です

けれども、こちらで用意した情報を色々と活

用して頂きたいということで提供している

ものです。書誌情報の提供、MARC、

DC-NDL など書いてあります。NDL-OPAC

が国立国会図書館サーチと同じタイミング

でリニューアルされますが、リニューアル後

の NDL-OPAC から MARC 形式での書誌情

報の提供が可能になります。そして、国立国

会図書館サーチでは DC-NDL 形式で書誌情報を提供します。検索結果の RSS 配信やソー

シャルブックマークは先ほどご説明した通りです。外部システムの本サービスを利用する

ための連携機能は、API を実装しています。今後調整しなければいけない点がありますが、

使いやすいように改善していきたいと思います。以上が、24 年 1 月時点での達成を予定し

ています機能の一覧です。 

 

今後のスケジュールですけれども、スライドにある通りでして、赤い線が現時点ですが、

総合目録を含む本システムの中核となる利用者共通の機能は本年度の開発で進めていると

ころです。来年度は国会関係者、児童、障害者、来館者など独自のインターフェースを必

要とする利用者のための機能を開発します。すでに開発した機能の改善も来年度行います。
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24 年 1 月に公開するのですが、そこで開発

を終えてしまうのではなくそれからも機能

強化を続けていく予定です。 

ユーザーから頂いた評価は、我々が改善

していくための一番の栄養源になりますの

で、ご意見頂ければと思っております。実

証実験ということでは、書誌同定や集約表

示やグループ化表示の改善や、シングルサ

インオン（最初にログインしておけば当館

の色々なサービスをもう一度ログインすることなく利用できる仕組み）を 24 年 1 月に実現

できるように実験を進めているところです。全文テキスト化をして、それを検索するシス

テムについても現在プロトタイプを開発しているところですが、その成果も取り込んでい

ければと思います。 

 

国立国会図書館サーチと公共図書館、パッケージベンダー 

国立国会図書館サーチで公共図書館支援

をしていきたいと思っております。国立国会

図書館サーチは、オープンソースのソフトウ

ェアとして作っておりますので、いつになる

かは申し上げられませんが、公共図書館での

利用に供していきたいと思います。また

DC-NDL という記述要素の書誌情報を配信

していくことになりますので、それをご活用

頂いて書誌情報の標準化を国立国会図書館

サーチを通じて進めていきたいと思います。 

 

公共図書館の方へのお願いしたいことと

しまして、都道府県域の横断検索サービスを

推進して頂きたいと思います。効率的な域内

横断検索システムができれば、それと国立国

会図書館サーチが何らかの形で連携するこ

とで全国的な総合目録の実現ができるので

はないかと思います。これは先ほどの佐藤図

書館協力課長のご報告と少し重なりますが、

国立国会図書館サーチの観点からも考えて

頂きたいと思います。また NDL 新着図書情報を活用して、書誌の記述要素の標準化を進め
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て頂ければと思います。またデジタル化した郷土資料について、デジタルアーカイブが目

録になっていなかったり、メタデータが付与されていなかったりしますが、それを整備し

て頂いて、それと連携できればと思っております。 

 

システムベンダーの方にご参加頂いてい

ると思いますが、図書館システムパッケージ

の中に API が実装されていることはまれな

ケースになると思います。API が実装されて

いないと、例えばスクレイピングのように、

連携するためには非常に負荷のかかる方法

を取らなければなりません。そういうことが

ないように標準的な API が実装されていけ

ば、よりメタデータのネットワークが広がっ

ていくのかなと思います。 

 

最後になりますが、クイックアンケートに

是非ご協力下さい。ご静聴ありがとうござい

ました。 


