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５. 講演「情報探索システムと Library2.0」 

 

 
 

 

慶応義塾大学

原田隆史

 

 

はじめに 

「情報探索システムと Library2.0」というタイトルになっていますが、内容的には「国

立国会図書館サーチと Library2.0」というタイトルにした方がよかったのかもしれません。 

NDL サーチ自体の話が今まで続いていましたが、この NDL サーチを都道府県立図書館・市区

町村立図書館等でどう使うのか、というお話をしていこうと思います。 

 

国立国会図書館サーチの利用 

NDLサーチの利用方法として 4種類ほど挙

げています。1点目は NDL サーチをブラウザ

で見て情報検索ツールとして使う方法で、

OPAC として本を探すということに相当しま

す。また、先ほどお話がありましたように，

NDLサーチは NDLの蔵書目録だけではなく連

携している図書館の蔵書やデジタルアーカ

イブも含めた様々な機関のデータが探せる

ようになっていますので、日本中にある資料

を探すために使えるウェブサービスの一つも見ることができます。次世代 OPAC 的な機能も

多く組み込まれていますので、OPAC システムの進化形として見ていただくこともできると

思います。 

2 点目は情報源として利用する方法です。NDL サーチに収録されている様々なデータは、

そのほとんどを引き出して使うことができます。どこで使うのかというと、自分の図書館
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に取り込んでいただいて、自館のデータと組み合わせて提供することが可能になっていま

す。そのように情報源として利用する方法があります。 

3 点目は ILL（図書館間貸出）の拠点として使うことができます。拠点という表現はおか

しいかもしれませんが、ILL を利用する際の補助ツール・支援ツールという機能を持ってい

ますので、それを利用することができます。 

4 点目はオープンソース図書館システムとして利用することができます。これら４点の方

法で NDL サーチを使っていくことができると考えられます。 

 

次世代 OPAC 

まず OPAC の話です。「次世代 OPAC」という

言葉はそろそろ古くなり始めようとしてい

るかもしれません。 近ではディスカバリー

インタフェースという言葉を使うようにな

ってきてもいます。 

OPAC の有用性そのものについてはみんな

が理解していながら不満も多い、というのが

現状かと思います。現在は、1次資料も 2次

資料も両方 OPAC を使って探す、ということ

が大学生・高校生を問わず情報探索の 初の段階で行われることが常識となっています。

実際にイギリスで行われた調査でも、ウェブの探索とならんで OPAC を使うことで様々な情

報源の利用を始めるという利用者が多数に上っています。OPAC が情報源として認知されて

いるという状況は間違いないでしょうし、日本の大学においても図書館の資料の利用とい

う形で授業が行われることもあります。しかも昔に比べると、ずっと行われる回数が増え

てきました。また、小中学校においても学習指導要領等では、地域の図書館・学校図書館

を利用し図書館を使って様々な資料を入手し、またその際に目録カードの利用を教えるの

ではなくて OPAC を使って探すといった指導がなされるケースが増えてきています。OPAC に

対する期待はそれほど低くはない，むしろ高いものであると考えられます。しかし不満も

多くあります。 

 

図書館サービスの Web サービス化 

不満の原因は、近年 OPAC がウェブ上に公

開されたことと無関係ではありません。利用

者にとって便利になった、サービス展開のた

めにウェブ上に提供されている基盤技術・基

礎技術を使うことができる、といった様々な

利点はありますし、図書館サービスの広報と
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いう点でも意義があります。 

しかし、ウェブを通して図書館にアクセスできるということで、利用者にとっては便利

になったのと同時に、図書館を昔ほど特別なものだとは見てもらえなくなっています。か

つては、図書館から届いたメールであれば、たびたび届くメールでも、スパム扱いされず

になんとなく有用なメールだと思ってくれていた牧歌的な時代もありました。今はそのよ

うな時代ではありません。図書館から送られてきたとしても、登録した人ならどうにか許

してもらえるかもしれませんが、毎月毎月、新刊情報などが届いたら邪魔だと言われるよ

うな状況です。 

また、利用者にとって便利になった半面、ライバルが増えました。さまざまなウェブサ

ービスの中でこれを探すときは検索エンジン、これを探すときは OPAC、これを探すときは

Amazon というように、本を探すときは本屋、TRC、図書館等のウェブページの中から同じよ

うに探していきます。そして、そのうちのどれが便利なのかを利用者が選ぶ、そのような

状況になっています。 

 

使いやすい情報提供サービス 

図書館サービスをウェブ上で公開しても、

使いやすい情報探索サービスを提供しなけれ

ば図書館だからと言っても許してもらえる時

代ではありません。 

図書館以外の様々なウェブサービス提供機

関で情報を探すことができますが、図書館に

対する利用者の信頼は今でも高いです。図書

館は悪いことをしないだろうと思っている人

はたくさんいますので、そういう意味ではウ

ェブサービスを提供する人たちにとってみると、提供したものの質が少々低くても許して

もらえる状況は本当にうらやましくてしかたがない状況とも言えるでしょう。 

このような状況のもとで、使いやすいシステムを提供していかなければ、もう図書館は

いらないという話になってしまうのも仕方がありません。図書館だけが情報提供機関では

ありませんので、当然のことながら、ウェブサービス上で図書館がどうやって利用者を満

足させるかというのが必要になってきます。こういった背景から次世代図書館システム、

次世代 OPAC が話題に上るようになってきたのが現状です。 

ウェブサービスの一つの大きな特徴として、単体でサービスを提供するのではなく、他

のサービスと組み合わせた（マッシュアップと言います）サービスを提供することに特徴

があります。 近、Web2.0 といわれるサービスの中で、フォークソノミーと言われるよう

な利用者がつける様々なキーワードも利用して情報提供することがよく行われています。

しかし、そのような話は図書館ではまだ想像もできません。図書館にとっては遥か彼方の
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世界の話に聞こえますが、今やそういった Web2.0 のサービスは古いのではないか、といわ

れるようになっています。それがウェブサービスの世界です。これらのウェブサービスと

比べて図書館は大きく遅れているといわざるをえません。下手をすると２周遅れになって

いるかもしれません。これはまずいですよね。せめて、１周遅れ以内にとどめておかなけ

ればなりません。そのような点からも、次世代 OPAC のようなサービスが図書館にも必要と

されている状況と言えます。 

 

利用者が驚かないことが必要 

私は、利用者が驚かないシステムを作りま

しょう、とあちこちで話しています。 

でも、今の図書館 OPAC に関しては利用者が

とても驚く状態である、という表現が適切だ

と思います。では、今の利用者はどういった

ものに驚かないのかといいますと、目新しい

サービスには何にも驚きません。図書館が変

わったサービスをしても、はじけたような雰

囲気を出そうと利用者はそんなに驚きません。 

そうではなく、よく使われているような検索エンジンとは異なるインタフェースで堂々と

提供しているのは驚き以外の何物でもありません。少なくとも、図書館 OPAC に見られるよ

うな、たくさんの項目を指定しなければ検索できないようなインタフェースしか備えない

（それがあるのは悪いことではありませんが）のは驚き以外の何物でもありません。 

また、結果が出てこないことがあるのは驚き以外の何物でもありません。間違った言葉

を入れたならば結果が 0 件になってしまいますが、利用者はこれに驚きます。入力を間違

えたとして、結果が 0 件となればそれは驚きのシステムというわけです。そのような間違

った入力に対してもきちんと返してくれるのが普通のシステムです。さらに、図書館の所

蔵資料だけで勝負、と言っているのも驚き以外の何物でもありません。図書館になかった

らどこを探せばいいのかを知らせてくれてやっと普通のシステムです。 

「たらい回し」というのは変な表現かもしれませんが、例えば、出てきた検索結果をも

とにして、そこから自分で図書の ID をメモし予約用端末に入力する、そのようなシステム

は今やもう考えられません。また、この本はたしかにあるはずなのに検索では見つからな

かった場合、それはなぜかというと雑誌だったから。その場合、図書の次に雑誌の検索端

末のところに行って探す必要がある、もまたはデジタル化した貴重書を探すのは図書とは

別のシステムになり、一緒には探せない。こういったことをたらい回しと表現しています。 

今の図書館システムの多くは利用者にとって驚きのシステムです。現在の普通に合わせ

る（少なくとも２周遅れにならない）ためには、 低限この程度は備えておかなければな

りません。さもなければ、利用者にとっては何をいまごろ、ということになってしまう。
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利用者が驚かないシステムを提供する必要があり、それが次世代 OPAC ということになりま

す。次世代と付けている時点で既にちょっと恥ずかしいのですが、OPAC に求められる要件

ということになるのではないかと思います。 

 

情報検索ツールとしての利用 

NDL サーチは普通の（利用者が驚かない）

システムを目指しているものとして、図書館

における OPAC システムの見本とまではいか

ないのですが、少なくともこういうものを作

っていこうという 初のサンプルというよ

うに見ることができると思います。そして

NDL サーチを使ってみて、使いやすさを検証

するということもありえますし、また中に入

っている大量のデータの中から自分で探し

出した結果を利用するということもありえます。スライドには Web2.0 的なサービスと書い

ていますが、次世代システムと呼ばれている機能を取り込もうとした成果が見られるよう

になっています。 

 

次世代 OPAC に求められる要素 

さて、次世代 OPAC に求められる要素を挙

げてみますと、入力の段階から始まり、検索、

対象、出力そして利用の五段階で様々なこと

が言われています。入力の段階では、操作

性・視認性の向上、検索の段階では検索の精

度の向上、対象の段階では対象となる資料の

拡大、出力の段階では表示される内容の充実、

そして利用の段階では利用者の拡大、以上の

ことが実現するようなシステムを考えまし

ょう、ということになります。 

 

操作性・視認性の向

上 

 操作性・視認性の

向上に関しては、デ

ザイン上の工夫や画

面上の配置を十分に
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考えた作りにすることが挙げられます。 

ただし、バランスが大事で、表示内容を豊富にすればするほど、見にくくなり情報がた

くさん表示され分からない、ということになってしまいます。 

 

簡易検索機能・詳細検索機能 

 NDL サーチではどう考えているかといいま

すと、操作性に関しては一般的な簡易検索の

機能と詳細検索機能もタブ一つで切り替え

られるようになっています。普通に見て、こ

こに何かを入力すれば何か結果が出てくる、

ということが実感できるようになっていま

す。さらに、詳細検索機能では細かな指定も

できるようになっています。 

 

操作性の統一 

 「操作性の統一」とありますが、この画面

をパッとみていただいて（もし図書館員の

方々が操作性を統一したとは思っていただ

けなければ多少困るところがありますが）、

画面が 3つに分かれていますが、それには意

味があります。 

左側は絞り込みに使うエリアになってい

ます。真中には検索して出てきた結果が表示

されますが、その結果を、例えば、公共図書

館の蔵書だけに絞り込む、JAIRO の蔵書だけに絞り込む、といった絞り込みや、その下には

資料種別で本・雑誌だけに、あるいは新聞だけに絞り込む、といった絞り込みに使います。 

右側は拡張するためのエリアということで、検索結果を広げていくことに使います。つ

まり、関連語を出していて、キーワードの下位語・関連語、著者名キーワード、著者に関

係ありそうなキーワードなどを右側のエリアには出しています。検索結果に出てきていな

いものに関してもし言葉を思い浮かべなかったとしても、検索結果を利用してさらに関連

する他のものに検索を広げるために使うことができます。つまりエリアを分けることで、

絞り込みと広げるという機能を使いやすくする仕組みとなっています。 

ヒットした検索後にはハイライト表示をし、また多様な並び替えが行えます。並び替え

で一番難しいことは、利用者の多くの人々に満足してもらえるような順番に並べるという

ことです。「タイトル順」、「出版年順」というのはとても簡単なのですが、この「適合度順」

という並べ方に関しては今非常にもがいています。どんな順番に並び替えたら利用者が満
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足するのか、そこが苦労して実装しようとしている箇所になります。しかし、その適合度

順をあえて標準で出しています。それ以外にも多様な並び替えが可能で、利用者の操作感

覚を高めようとしています。 

さらに切り替えボタンの統一ということで、切り替えボタンは 初の検索画面からずっ

と見えるように統一しています。以上のように、NDL サーチでは操作性の向上および視認性

の向上の両方を兼ね備えようと苦労しています。 

 

検索性能の向上 

検索性能については、検索スピードを上

げる、検索後を修正・拡張するというのは

近年普通に考えられています。 

検索スピードについて、先ほどのデモで

は 2, 3 秒かかったと言っていましたが、

それではとてもまずいので現在カスタマ

イズ中です。 

検索語の修正については、例えば Google

では検索語を途中まで入れたらその言葉

の続きを入力してくれますが、そのように

以前に誰かが入力した言葉を探してくれたり、あるいは、二つの言葉で組み合わせて検索

することが多ければ一つ目の言葉を入力した段階で二つ目の言葉を想定して出してくれる

ことが考えられます。このような機能をキーワードサジェストといいますが、この機能を

現在開発中です。まだ実装されていないために現在デモできませんが、こういう機能につ

いても当然実装します。 

ウェブサービスとの決定的な違いはここにあるかもしれません。ウェブサービスでは、

さまざまなサジェストや「もしかして」を Google などはよく出しますが、入力の時に間違

えたスペルミスを修正してくれます。そのようなスペルミスは修正してくれるのが当たり

前になっています。ただ、それがいいかどうかは分かりません。例えば、アメリカ人がよ

くワープロが発達したためにスペルミスが増えたと言われることがあります。しかし、少

なくともそういう機能が実装されている、というシステムがウェブサービスでは当たり前

になっています。 

NDL サーチは検索サービスを提供するだけではなく、システムの中身もできるだけ公開す

るオープンな方針をとっています。従って、もし NDL が文字の入力ミスをデータとして集

めてくれるなら、日本国内の各図書館がそのデータをもらってきて利用するという方法が

取れるかもしれません。NDL が集めた書誌に関する様々なデータ・全文に関するデータ・目

次に関するデータ、そういう図書に関するデータだけではなく、図書館で利用できる様々

なデータの供給源として利用できるかもしれません。 
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 関連語の

表示に関し

ては、国立国

会図書館件

名 標 目 表

（NDLSH）か

ら出してき

たものだけ

ではありません。 近、NII では連想検索エンジンが使われていますが、そこで使われてい

る GETAssoc という仕組みを使って、連想キーワードも提示しています。このように、単純

に NDLSH だけではなく、一般に使われている連想検索キーワードに関しても右側のエリア

に表示しています。 

 

検索対象となる資料の範囲の拡大 

検索対象となる資料を拡大する点では、

当然図書に関するものだけではなく、デ

ジタルアーカイブも含めたくさん集めて

きています。そしてそれらについて統一

して探すことができます。 

先ほど言いましたように、まず図書で

探し、雑誌に関してはまた別の方法で、

というシステムが使いやすいとはとても

思えません。思えないのですが実際は日

本の図書館システムには、そういうもの

もまだ多いというのが現状かもしれません。 

 NDL サーチには、様々なデータを統一的

に同時に探す機能、また検索後の表示す

る段階では、デジタルアーカイブもあれ

ば、本・雑誌もあれば、記事論文もあり

ます。そのように全部を探すことができ

る仕組みが実装されています。 

当然、同時に探すことが便利かどうか

は分かりませんので、だからこそやって

みて評価を受けます。そのため、評価期

間を長くとってあります。開発版が平成

22 年 8 月 17 日に公開されて以降、平成 24 年１月までは開発しているわけですから、その
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間様々な評価データを取ることができるでしょう。 

統一して検索し、出てきた検索結果を絞り込むことが簡単にできます。まずは検索して

みて、そのあと今度は雑誌だけ、記事だけというように絞り込むことは簡単です。絞り込

みの標準をどうするかについてはこれからゆっくり考えても大丈夫でしょう。まずは仕組

みを作り上げることが重要で、今はその段階です。 

 さらに、近くの図書館やオンライン書

店でも探すことができるようにしていま

す。近くの図書館については、同時に探

す仕組みも入れてあります。ここでは、

カーリルという外部サービスを利用して

います。データを表示した際に、この本

については近くの図書館だとどこが持っ

ていますよ、と NDL が持っているかどう

かだけではなく、NDL 以外の図書館が所蔵

しているものについても表示する機能が

実装されています。 

 このように他のウェブサービスとの連

携が、近年のウェブサービスの特徴とす

るならば、NDL サーチではカーリルの利用

をはじめとして、先ほど出てきました翻

訳機能（他の言語へと翻訳する機能をも

っています）等の研究所が公開している

サービスも実験的に取り入れています。

将来的にはほかにも連携できる可能性の

あるサービスがいろいろ考えられます。

たとえば、辞書サービス、書評提供サー

ビス、読書管理システム、目次情報、場合によっては Google ブックサーチ・青空文庫のよ

うに全文を公開することも考えられます。このように連携する仕組みを実装していけば夢

が広がるのではないでしょうか。仕組みを作ることの次に考えられることは、何をどのよ

うにやっていけば面白いか・役に立つか、を考えることだと思います。夢をどんどん広げ

られるように、以上のようなことを図書館の中で考えられる時代がくればよいと強く思い

ます。 
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表示される内容の充実 

 表示される内容の充実に関して言いま

すと、追加操作に関するものや資料の評価

に関する情報などがあります。さきほどお

話しました絞り込み（ファセット機能と呼

んでいます）は、この中にも含まれていま

す。さらに、検索して出てきた一連のデー

タをさらに分類して、出版年がある年のデ

ータは何件、NDC 分類のうちある分類は何

件、というのを出しておいて、そういった

分類で絞り込むことができます。 

 また、外部サ

ービスとの連

携ではtwitter

との連携や、

RSSの配信と言

った連携機能

を提供してい

ます。連携に関

しては、検索語を広げるのと同様に入手先を広げるあるいは、提供先を広げる、というよ

うに「広げる」という考え方のもと右側のエリアに表示することで実現しています。 

 その他の新しい機能としては、FRBR 的

な機能があります。ただし、必ずしも FRBR

をすべて実装していているわけではあり

ません。例えば NDL-OPAC で「三四郎」を

探すと、検索結果画面が 10 ページぐらい

続きますが、10 ページ出されても探す方

は大変です。書誌を１つずつクリックして

見ていくわけにはいきません。このような

場合、NDL サーチでは同じ三四郎という著

作に関しては 1つにまとめてしまって、通

常は 3冊だけ表示し、「類似項目の表示」ボタンを押すとまとまったデータが広がってずら

っと表示されます。 

実際に公共図書館などでも、子どもたちが本を探していて、同じタイトルの図書が何ペ

ージにもわたって表示され、しんどがっていることを見かけることがあります。「ハリーポ

ッター」と検索した時に、似たような本がずらっと何ページも出てきて出てきて「見つか
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らないよ～～」、といって帰ってしまう光景も見たことがあります。これは実は大問題です。

出版者が違っても、出版年が違っても、文庫本だったとしても、結果としては１つあれば

いい場合も多いのではないでしょうか。少なくとも違う本はきちんと違う本として表示す

る仕組みがあった上で、そのようにまとめていくことが望まれます。NDL サーチは、このよ

うな機能も備えています。どうしたらこのような仕組みが実現できるのかと言いますと、

近年、書誌を同定する書誌同定だけではなく、そのあと著作を同定していく著作同定とい

うことも重要であるということが言われています。出版者や出版年、また文庫本や炭鉱所

の違いはあるけれども、同じタイトルでかつ同じ著者、場合によっては「十五少年漂流記」

と「二年間の休暇」のように同じ原題のものが異なるタイトルで翻訳されたものに関して

一つにまとめてくれるような機能が提示されるというのは望ましいと思います。 

FRBR という言葉は皆さまもお聞きになったことがあるかもしれませんが、目録規則の話

では「次世代」という枕詞がつけられ、世界中で話題になっています。実際、IFLA が決め

てから以降かなりの年月がたっていますので、OCLC などで実験的な提供がなされているよ

うに FRBR 化した目録を持つところも現れ始めてきています。 

FRBR は整理業務を担当する人々にとっては話題になっていて、FRBR で目録を作ろうとす

るのですが、私もいろいろ見ましたが、FRBR を使って何をするのかに答えた人はほとんど

見たことがありません。FRBR をどうやって便利に使うのかに関して、便利に使った人は誰

もいないような気がします。そういう意味では、このシステムはひょっとすると著作同定

した結果を提示する世界でもかなり珍しいシステムになるかもしれません。 

そのような意味では、新しいものを追加して新しいことをやってみる、という遊びの部

分も追加されているわけです。ただし、今お話している仕組みが必ずしも使いやすいかど

うかについては良く分かりません(笑)。 

昨日聞いたのですが、確か OCLC の調査だったと思います、図書館員と利用者それぞれに

「図書館の OPAC を利用するときに、どの部分に一番力点を置きますか、どこを一番注目し

て探しますか」という話になった時に答えが全然違うという話がありました。図書館員は

書誌記述が正しいかどうかを見ていくのですが、利用者はそんなところはどうでもよく、

現物を一番早く入手できるのはどこかだけを気にしている、とか他にも様々な違いがある

という話を聞きました。 

少なくとも、図書館の利用者がこれだけウェブサービスを使っていて、使用には慣れて

きている状況のもと、OPAC の機能に関しても役に立つという印象は随分持たれるようにな

ってきたと思います。しかし、OPAC を他のウェブサービスと比較した場合、OPAC は不十分

だと感じられているのだとするならば、それらについての対策はやはり必要でしょう。そ

の対策を取ろうとして様々な努力を提示しているシステムとして NDL サーチを見ることが

できます。さらに、ゆにかねっとのデータを含み、さらに NDL の蔵書も含み、さらにはそ

れ以外のデジタルアーカイブの資料も含んで、計 5500 万件のデータを中に含んでいるデー

タベースを検索する、あるいは利用していくことが有効だと思います。 
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情報源としての利用 

 2 点目として、NDL サーチを情報源とし

て見る、というお話です。情報源として

見た場合、NDL サーチは多様な情報源のデ

ータをすべて含んでいて、そしてそれら

を効果的に提供しようとしています。当

然、提供できないデータに関しては制限

がかかっていますが、提供できるものは

すべて出そうという方針で作られていま

す。 

その際に、世の中でよく使われている

標準的な仕組み（API）はほとんど全部提供しよう、ということで作られています。この仕

組みというのは人間が見て便利というよりはコンピュータシステム同士がお互いに連携す

るときに便利な仕組みのことを言います。さらには従来では提供されなかったデータも集

め、提供しようとしています。例えば、インプロセスデータの提供がすでに始まっていま

す。新着図書に関しては NDL の Japan/Marc にタイムラグがあるといわれていますが、この

タイムラグを少なくして、その代わりに少数の項目だけに限定するけれどもタイムラグな

しに提供されるデータのことをインプロセスデータと呼びます。 

 

繰り返しになりますが、図書館システムには利

用者が驚かないことが求められています。 

 ということは NDL サーチだけがこういう驚かな

いシステムになっても意味がなく、NDL サーチな

どのデータを使って（NDL サーチのデータを使え

ば全て解決するわけではありませんが）、当然、各

図書館が自館の内容を豊かにすることが必要にな

ります。情報提供内容をリッチにしたいけれど、

そんなデータを手に入れるのは大変、あるいはそ

もそも世の中に存在するのか分からない、そもそ

も許可を取るのが大変ではないか、できることか

らコツコツとやっていきたいけれど、どうやって

いいのか分からない、といったことがあります。

また、お金の問題もさることながら、と書いてい

ますが、これに関してよく考えてみますと、各都

道府県立で提供されている横断検索システムの多

くでは、県下の一つの図書館がシステムを変えた
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だけで追加費用が発生してしまい、大騒ぎになります。 

実は、うまい方法があります。NDL を有用なデータの提供元として期待すればよいのです。

それから、NDL には仕組みづくりの標準化を期待します。要するに、みんながみんな図書館

ごとに仕組みが異なることがとても問題ですので、一つの図書館システムが変わっても少

なくとも横断検索システムを作る側にとってみて変更がなければよいのです。図書館シス

テムは様々なメーカーに替わってもかまいませんし、より新しいシステムに変えていただ

くのはよいことですが、他に迷惑をかけてまでやることではありません。少なくとも今の

システムと今度のシステムで、横断検索システムへデータを提供する出入り口に関しては

少なくとも標準化しておいてくれればよいのではないでしょうか。 

しかし標準化といいましても、今使っているシステムが標準と言い張るわけにはいきま

せん。少なくとも誰かが標準をおかしくない形で定めるのが当然のお話になります。NDL サ

ーチで採用している標準的な仕組みとしては、様々なものが採用されていて、それらを提

供しています。 

その標準的な仕組みというのが、スライドには「標準的な WebAPI」と書きましたが、こ

のようなものを実装しています。これは図書館の世界だけではなくて、様々なところで提

供されているものを採用しています。Amazon, Google, Yahoo でも提供されています。WebAPI

という名前からして、とっつきにくいイメージがあると思いますが、実はそれらの多くは

使うのがとても簡単です。 

私は大学の授業で教えているのですが、WebAPI に関して XML の授業を２時間して、WebAPI

のサンプルを１時間見せて、そして次の週までに NDL サーチもしくはレファレンス協同デ

ータベースの WebAPI を使って、こういうものを作ってきなさいという授業の宿題を出すと、

学生は作ってきます。それぐらい簡単に実装できるものなのです。逆に言いますと、そう

いうものでなければ標準にはなりません。そのような仕組みがあるのに使わないのはとて

ももったいないので、是非そういった仕組みを実装しましょう。 

 

API の公開と課題 

 WebAPI に限らず、API の公開は世の中の

流れになっています。期待は大きいのです

が、実は利用が少ない可能性もあります。

今は WebAPI を公開している機関がそれほ

ど多くないので、使われているのですが、

様々なところで競争が始まれば、ここの

API は使いやすいから使う、ここは使いに

くいから使わない、となる可能性はありま

す。しかし、やらなければ進歩はありませ

ん。 
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近、図書館への大量アクセスの話がありました。図書館に大量のアクセスがあったた

め、それに対する応答が返らなくなりました。その結果、図書館システムのメーカーや発

注した図書館員に非難が集まったという事件です。実際図書館システムに対しては、例え

API が公開されていなくても、あのような形でのアクセスは頻繁にあります。ある程度慣れ

た人であれば、API が公開されていなくても図書館の OPAC に対してデータを取りに行くプ

ログラムが簡単に作れるという時代になったということです。 

このようなプログラムに対しても OPAC は人間がコマンドを入力した場合と同様に返事を

返すのですが、実は返事の中でプログラムを作って利用する人たちが欲しいデータはその

うちのほんの一部ということも多いのです。出版者、出版年、タイトル、著者名、価格や

貸出中かどうか、その程度のデータだけが取れればよいこともあります。それらを文字数

にして見ると、非常に少ないものです。しかし、実際のシステムでは、人間が見やすいよ

うにということで、利用者に対して画像データを含めてものすごい量のデータが送られて

います。図書館のロゴから始まって、いろんなものを返事として出しています。書誌情報

を表組みとして出す場合の、様々なタグも含まれています。ブラウザではなく、プログラ

ムで利用する利用者はそのようなものは見ていません。無駄なデータが、かつ必要なデー

タを取り出すための余分な操作が必要な、そんなデータがどんどん送られるということに

もなります。図書館システムにとっても負担ですし、利用者にとっても負担になります。

誰も得しないですよね。 

必要なデータを必要な人に提供するという仕組みを整える、ということはシステムに対

しても優しく、なおかつ利用者にとっても優しいものになります。そして、さらに加えて

言いますと、そういった仕組みを実装しようとすると、そのことに関して、きちんと意識

が働くようになります。このデータの提供に関してはこのぐらいのものを用意して、この

ぐらいの利用があるだろう、といった準備をするようにもなります。 

図書館システムにとって優しいと言いましたが、実際には、ウェブの世界で画像データ

の一つや二つの送信でそのデータの流量が問題になるわけはありません。でも、一事が万

事ということ、それらを意識するかどうかというのは大きな問題といえるでしょう。 

このような WebAPI の仕組みを提供していくことは、世の中の流れでもあります。したがっ

て、WebAPI を公開すると、図書館以外の組織からの利用も増えることが期待できます。今

後、図書館が存在価値を高めていくことを考える場合に、別図書館が公開している WebAPI

を使って自動的にとってきたデータを自分たちのシステムに取り込んでそれを公開してい

る例が増えていけば、世の中の図書館を見る目も変わっていきます。 

一昨年、NDL-OPAC に関するインタビュー調査を実施したのですが、その際にあった大き

な不満点として次のようなものがありました。NDL は面白いサービスをしている、また非常

によいサービスをしているのに知られていない、なぜ知られるようにしないのか、それが

不満だ、というものです。この話の時に、同時に出てくるのが必ず Wikipedia です。検索

エンジンに検索語を入れたら“検索語 – Wikipedia”というのが検索結果の上位に出てき
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ます。それを見ると、Wikipedia を意識していなかった人たちはすごいと思い始め、その結

果 Wikipedia に対する期待が高まっていきます。なぜ図書館は同じように出さないのか、

というのが不満としてあります。 

少なくとも本に関する検索後だったら、上位には NDL が出てきて欲しい。なのに“本の

タイトル – NDL-OPAC”が検索結果に出てこないのはなぜなのか。それは NDL のデータに限

りません。図書館が様々なところで人々の目に触れる機会を提供するという意味でも API

を使ったサービスやウェブ上でのサービスは非常に面白くなると思います。予算削減圧力

は大きいと思うのですが、できるだけ省力化してなおかつ評価を高める仕組みはそれほど

多くはありません。そのような中で、出来ることは全部やっていくのは非常によいことだ

と思います。 

 

ハーベスティングと Web 検索 

 API のお話に馴染めなかった方は、二

つの言葉を持って帰ってください。一つ

は、OAI-PMH(Open Archives Initiative 

Protocol for Metadata Harvesting)、も

う一つは SRU/SRW です。もし、皆さんの

図書館で次期図書館システムを発注され

るとしたら、仕様書のどこでも結構です

ので「OAI-PMH と SRU/SRW に対応してい

ること」と仕様書に必ず書いてください。

今のシステムと全く同じ仕様書の 後に

この 1行を書いておくだけでも結構です。OAI-PMH に対応していることと、SRU/SRW に対応

していることの両方を書いてください。それが次期システムの能力をきわめて高めてくれ

るかもしれません。 

これらのうち、OAI-PMH というのは、各図書館のデータを外部に提供するための仕組みで

す。もちろんこれを実装したから図書館のデータを外部に全て公開してしまうことになる

ということではありません。次期図書館システムを発注される際にこの仕組みを入れてお

き、仕組みとしてはあるけど公開しないということも可能です。公開する相手を限定して、

例えば NDL だけに OAI-PMH を公開するというようなこともできます。OAI-PMH では、極端な

場合、図書館のデータ一式をまとめて持って行くこともできます。あるいは、更新データ

だけを持って行くこともできます。前回持って行った以降のデータを指定することもでき

ます。例えば、先月から今月にかけて新たに受け入れた本だけを選択して持って行く、と

いったように指定することもできます。 

総合目録を作成するために，OPAC の検索ページの HTML を解析したり、ゆにかネットに登

録するために HTTP-GET や FTP 用のデータを作るために苦労されている方がいらっしゃった
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ら、これからは是非そんなことはやめてください。今は仕方がありませんが、次期システ

ムからは是非やめてください。OAI-PMH を実装することという仕様書に書いていただければ、

後は何もする必要はなく、自館の蔵書データベースにデータを入れておくだけで結構です。

そうすれば、たとえばゆにかネットの場合、蔵書データベースの中に新しく登録されたデ

ータを NDL が OAI-PMH でそれだけを持って行ってくれます。抜き出す作業も不要で、NDL に

アップロードする手間もかかりません。単に OAI-PMH の機能を備えておくだけで十分です。 

また、NDL が提供する OAI-PMH の仕組みを利用し

て NDL からデータを持ってくることもできます。

NDL で新たに受け入れた新刊書のデータだけを

OAI-PMH で取ってきて、各図書館で、世の中では

こんな本が出ています、と表示するのに使ってい

ただいて構いません。新刊情報を入力するのは大

変ですが、入力するのではなく、あるキーワード

に関したものだけ表示しておくこともできます。

それについて希望者からのリクエストを受け取っ

たり、様々な使い方が考えられます。 

もう一つは SRU/SRW です。ひょっとすると皆さんは Z39.50 という言葉を聞いたことがあ

るかもしれません。Z39.50 は海外ではよく使われているのですが、日本ではほとんど使わ

れないままに廃れました。これからは、もう Z39.50 については忘れていただいて構いませ

ん。現在は、Z39.50 は SRU/SRW に名前を変えています。正確に言いますと、Z39.50 の仕組

みをウェブを通じて行う仕組みのことを SRU/SRW と呼びます。ウェブを提供する仕組みで

もって、検索をすることができる仕組みとなります。 

SRU/SRW は、OAI-PMH とは違ってデータの提供の仕組みというよりも、皆様の OPAC を他

の所から機械的に使うことのできる仕組みとなります。例えば、SRU という仕組みでしたら、

“http://ISS.ndl.go.jp?keyword=何とか&pub_year=何とか”という URL を指定すれば（記

述は正確ではありませんが）、その結果としてウェブ上に検索結果が表示されます。 

検索結果として表示されるデータは、OPAC の検索結果とは異なり飾り付けを全部取り除

いて構造化されたデータで、 XML と呼ばれる、データとデータの中身がどういうものであ

るかを示すタグから校正される形で提供されます。SRU/SRW では、OPAC のような情報検索

システムを作った時に、それをウェブ経由でコンピュータ同士がやり取りするときに 適

な形で取り扱うことができます。 

当然のことながら、API は利用する側と提供する側が両方とも対応していないと意味があ

りません。NDL は SRU/SRW も OAI-PMH も提供しています。また一方で、NDL は OAI-PMH を提

供している図書館からデータを収集していくことができる機能を持っていますし、SRU/SRW

を提供している図書館に対して自動的に横断検索などを行う機能も持っています。 

また、この仕組みは図書館だけではなく、さまざまなところで使われています。Google、
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Yahoo、Amazon でも使われています。ということは、使い方に慣れたユーザは世の中にたく

さんいるのです。従いまして、仕組みをいったん作っておけば、それを使ったコンピュー

タを通じた利用というのは当然広がることが考えられます。例えば、OAI-PMH で図書館の全

蔵書データを持っていかれるのはいやだ、あくまで今回検索した検索結果だけを持ってい

ってほしい、そのような場合には SRU/SRW だけを公開しておいて、OAI-PMH は NDL だけに公

開するというやり方も当然考えられます。 

これら二つの API の利用は非常に広がっていまして、スキルを持っている人もたくさん

います。ということであれば、これらについて図書館が実装しない手はありません。Z39.50

の実装を要求しますと、図書館システムにそんなものを入れたら追加費用がかなり発生し

ますし、そしてその結果使われない、ということをベンダーから言われることがあったか

と思います。しかし現在、この二つの仕組みを実装して使われないということは、少なく

とも SRU/SRW に関してはまずないと思っていただいてよいと思います。必ず使われます。

といいますのも、SRU/SRW は図書館しか使わないものではないからです。Z39.50 を図書館

以外で使っているのをほとんど見たことはありませんが、SRU/SRW は各地で使われています。

でも、図書館で使っているのを NDL 以外でほとんど見たことがありません。 

次のシステムでは、是非これら二つのキーワードだけは必ず実装することを仕様書の

後に追加していただきたいと思います。その他にも RSS とか様々な仕組みがあります。自

館の更新データ、例えば、図書館便りを新しく作りました、という場合に RSS で情報提供

することができます。ブログを書いても結構です。RSS の仕組みを使って OAI-PMH 的に自館

データの外部提供を行っている図書館もありますが、このような標準的な API を使うのが

もう今や当たり前になってきていますので是非覚えて帰っていただきたいと思います。 

 

ILL の拠点としての国立国会図書館サー

チ 

 3 番目は ILL の拠点としての NDL サー

チについてです。実は、従来の ILL の仕

組みを実装することはそれほど難しい

話ではありません。ですが、総合目録の

作成というのは 初のステップです。新

サービスにつなぐということを、参加館

の方々とNDLとでいろいろと考えていた

だきたいと思います。 
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 先ほどデモのありましたILLの仕組み

はとても重要で、期待も大きいと思いま

す。今や図書館が単独で生きていられる

時代ではありませんので、図書館間相互

協力は絶対必要になります。 寄りの図

書館にすべての本がそろっていると思

っているユーザもいませんから、当然図

書館に行って探している本がないとい

うのは想定しています。なかった場合に

はどこにあるか聞こうと思っています

し、なかったらどうやったら入手できるか聞こうとも思っていますし、そしていかに早く

その本を入手できるかを知りたがってもいます。 

ただ、この ILL の仕組みを後ろで支えるシステムが余りにも弱いと思います。ILL を支え

るシステムの一つとして、県域の横断検索システムが挙げられます。各都道府県が持つ横

断検索システムたるや、評価が高いものを見たことがありません。もちろん、県域の横断

検索システムが無意味かということ、そういうことはなくて、実は、そこからデータを取

ってくるのには非常に有効だったりします。カーリルという横断検索システムが有名です

が、カーリルではデータをたくさん取りに行った時、延々返ってこなかったことがありま

す。県域横断システムの方が安定してデータを入手することができることも多いです。た

だ、問題はありまして、利用者に仕組みを意識させる仕組み・構造が良くありません。何

が言いたいのかと言いますと、たとえば、検索した結果に「見つかりません」がたくさん

出てくるシステムが多いです。本があることが分かっているのに「見つかりません」が出

てくるのには非常に違和感があります。 

見つからない理由がなぜかを考えてみますと、例えば、横断検索システムに著者名を 3

名入れた場合に、ある図書館の OPAC は著者名が 2名までしか入らないためにその図書館は

探さないことがあります。また、ISBN 検索に対応していないために、その図書館は ISBN で

は探せないこともあります。そのように、図書館ごとの違いによって探せないこともあり

ます。また、結果が返ってくるのが遅いため、結果がまとめて表示されない場合もありま

す。あるいは、図書館ごとの検索結果が表示されるといった、順番に検索するのを代わり

にやってくれるだけ、というサービスもたくさんあります。 

そのようなサービスは、いかにも過渡期というイメージを利用者に持たせることになり

ます。つまり完成品ではないということです。開発している 中のシステムが提供されて

いて、開発途中のシステムなのに提供していてうれしい、という評価はあります。県域横

断検索を完成品だとはみんな見ておらず、これからいつ完成するんだろう、と思って見ら

れている、というように考えていただくのが妥当だと思います。なかなか完成しないなと

思って見ている人は多くいます。言葉を入力して検索すると、所蔵している図書館が表に
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なってきちんと出てきてくれる、しかも早いスピードで、それが当たり前だと思っていま

す。それが近い将来実現されるはずだが、図書館は公務員だからゆっくりやっているのだ

ろう、と思っている人はたくさんいます。そういう状況ですので、そう思われているうち

に早く完成させましょう。完成させる仕組みを早く作りたいと思います。このままでいく

のでしたらそれなりの覚悟が必要です。これは完成品ではありません、とあえて言いきる

覚悟が必要だと思います。 

 

総合目録の作成は、ILL の 初のステップ 

 まずは使いやすい ILL の仕組みを目指

すことが挙げられます。先ほどデモが行

われたシステムは必要なものですし、そ

れを使って利用者にサービスして、ILL

を増やしていくのは非常に重要です。 

でも、少しでも楽をしたくないですか。

「各図書館が API を実装すれば世の中は

変わる．．．かも」とスライドには書いて

いますが、先ほどのデモでお見せした形

が 終形ではないのも自明です。たとえ

ば、さきほどのシステムでは近くの図書館が優先的になるよう表示していました。この表

示方法は、現時点ではあれが 善かもしれませんが、ずっとあのままでは困ります。それ

ぞれの図書について も近い所蔵館が異なる場合、5冊の本を同じ地域の 5つの図書館にば

らばらに依頼する仕組みが 善だとはいえないでしょう。たとえば、今日はこの図書館に、

明日はこの図書館に、あさってはあの図書館に、それぞれ 5 冊ずつ依頼した方がよほど効

果的ということもあるでしょう。図書を書庫から取り出してきて、それを相手先に送るた

めの送付状を書いて、それをわざわざ 5 カ所別々のところにお金を払って送る必要はあり

ません。でも、ある図書館に利用が集中するというのも困ります。 

それを回避する仕組みを考えている人はたくさんいます。Millennium という図書館シス

テムがありまして、オハイオリンクというオハイオ州の図書館ネットワークにも使われて

います。このシステムは、ILL についてどのような処理をしているのかといいますと、貸出

件数と依頼件数を統計的に処理し、特定の図書館に利用が集中しないように計算していま

す。同じ図書が各地に存在していたら、別の図書館に依頼を回します。また、先ほど依頼

を受け付けた図書館への依頼が再びあったならば、そこに 2 冊目を追加して、翌日はその

図書館へは出来るだけ回さないようにします。そのような仕組みになっています。そうし

て物流コストを低減しています。また、近さだけがすべてを決定する要因では当然ありま

せん。特定の図書館だけに負担が傾注しない ILL の仕組みが当然必要になってきます。も

ちろん、オハイオリンクのような仕組みが日本で有効なのかどうかは分からないことがあ
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ります。オハイオリンクはそういった ILL の仕組みを備えたことで、分担収集を進めてい

ます。その結果、オハイオ州内の図書館の 70%は１冊しか所蔵していません。利用が多い本

は各地で持ちます。そのような分担収集を州内全域でやっています。 

それが日本において可能とは言えませんし、そのまま全部採用することはできません。

そのまま採用しましょうというのではなく、日本においてはどのような形が 善なのかを

考えていくことが重要ではないでしょうか。そういった検討への取り組みね含め、将来的

な展望を参加館と NDL とで考えていき、ILL の仕組みそのものを現在あるものからどんどん

良くしていく必要があると思います。 

 

オープンソース図書館システム 

 4 番目にはオープンソースシステムと

しての NDL サーチを挙げています。NDL サ

ーチはできるだけオープンソース・ソフト

ウェアを使って開発していくことが意識

されています。オープンソース・ソフトウ

ェアのみでも稼働可能になっています。 

また、オープンソース・コミュニティが

維持・発展するように支援していくという

ことも意識しています。例えば、二つの仕

組みがあった時に二つをばらばらに作っ

た方が便利という場合があります。二つをばらばらに作った結果として、それぞれ出てき

た結果を重ね合わせるのが難しくなることがあります。しかし、そうならないように、是

非 NDL としては、NDL サーチはこういう形で作られているから、他の図書館システムに関し

てもそれに合わせる形にしてください、という要望を出していただくような形での支援を

していただきたいと思います。 

 

 また、オープンソース・ソフトウェア

のみで実現する図書館システムについて、

そのような活動の支援をしています。 

実際問題として、オープンソース図書館

システムを NDL がすべての公共図書館に

配る予定なのか？、というお話になりま

すと、当然そこまで持っていくことを計

画しているわけではありません。例えば、

日本医師会はオルカ（ORCA）と呼ばれる

システムを作り、オープンソースとして
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無償で公開しました。東芝、富士通や日立等レセプト管理システムを販売する会社がある

中で、日本医師会は無償で公開しました。その結果何が起こったかといいますと、レセプ

ト管理システムの大手のシェアにはほとんど変わらなかったと言われています。小さなメ

ーカーはオルカを使うようになりましたが、大きなメーカーはほとんどシェアを下げませ

んでした。 

しかし、そのときに起こったことが何かと言いますと、データ流通・データ交換などに

関して、少なくとも日本医師会が定めたフォーマットに合わせたものを提供しないとまず

い、という機運が生まれたことは間違いありません。その結果、去年まで A 社のシステム

を使っていたところが今年は B社に移行するといった際にも、A社のシステムと B社のシス

テム間でお互いにデータを交換することが可能な形になっています。 

オープンソース図書館システムが作られることによって、その内部構造が公開され、試

行的な役割を果たすような機関がそれを使いデータを提供することが、システム間の連携

を行う上で、非常に効果的であると思います。今後、図書館界がレセプト管理システムと

同じような形になるかどうかは分かりません。現在、少なくともデータの交換・流通とい

う問題に関して、図書館界は様々な制約を受けており、多くの問題を抱えていることに間

違いはないと思います。図書館システムを A 社から B 社に変えた際、移行費用何百万と言

われることは、本来あり得ないくらいの価格というのが普通の感覚です。データ変換をす

るのであれば、変換に関して妥当な金額はあると思います。別に無償でやれといっている

お話ではなく、極端に高い価格を提示されることについてのお話をしています。当然、作

業量によりますし、マニュアルの作成、あるいは移行後の保証もありますから、当然コス

トはかかります。そのようなことに関して、多様な考え方を提示できるように、標準的な

仕組みはありえるのではないかと思います。 

 

さらに、オープンソースシステムは

様々な形で影響を与える可能性があると

思っていまして、私自身はそのような活

動をしています。NDL で今回採用されてい

る図書館システムはオープンソースの図

書館システムをベースに作られ、そして

機能の一部を特に強化していくという形

で提供されています。このことはおそら

く、図書館システムはこういう形で作る

ことができます、とシステム全体の完成

度を上げていく形で作り上げていくサンプルを提供するという意味では、よい例になるの

ではないかと思います。これがどのような効果を上げるのかについて、今後注目していた

だければと思います。 
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Library2.0 

Library2.0 を 後 に 載 せ て お き ま し た 。

Library2.0 という言葉は Michael Casey が 2005 年

に言った言葉です。ただ、web2.0 と言ってもなんだ

かよく分からないのと同じように、Library2.0 もよ

く分からない言葉です。 

 

 クロウフォード（Crawford）は Library2.0 が出て

くる様々な論文や記事を探してきて 62 の見方と 7 つ

の定義があることを明らかにしています（カレントア

ウェアネス参照1）。あるいは、ものすごく広く捉えた

ものもあり、音楽・動画のダウンロードから、図書館

が実施したティーン向けのゲーム大会、または iPod 

shuffle の貸出しなど、そのようなものまで

Library2.0 だと言っている場合もあります。 

 

 Library2.0 とは、実は何かと言いますと、このよ

うな原則です。原則と言いますと、ランガナタン以来

のお話になるのですが、目的に合わせて変化していく

図書館サービスを作る必要があり、潜在的な利用者に

対するサービスの促進が必要であり、利用者主導のサ

ービスを通じて利用者自身にそういったサービスを

提供する必要がある、と言われています。 

 

 図書館モデルを考えるときに、図書館が今まで何を

してきたかということに関して、誰かに聞いた話があ

ります。一般的にシステムというのは、計画・実施・

評価を行うのが当然のサイクルになっています。その

方は、なぜ図書館は計画・実施・忘却なのですか？と

いう表現を使われていました。計画をたてて実施する、

これが図書館です。そして、評価はあまり行わずに、

忘れてしまって新しい計画をたてる、これが図書館で

す。このように言われて、反発も覚えましたが、なんとなく納得させられた部分もあった

ような気がします。 

                                                  
1 CA1624 - 次世代の図書館サービス？―Library 2.0 とは何か / 村上浩介 
http://current.ndl.go.jp/ca1624 
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このようなことをなくしてしまう、というのが実は Library2.0 ということになります。

NDL サーチでは、評価のためのアンケートが取られています。また、各地でグループインタ

ビューも行われています。評価をしていくのが NDL サーチの 大の特徴かもしれません。 

 

国立国会図書館サーチをしゃぶりつくす 

スライドには NDL サーチをしゃぶりつ

くすと書きましたが、できるだけ使って

いただきたいと思います。そしてそれら

を使うことで NDL がどうこうすること、

NDL の評価が高まるとかそういうことよ

りも、各図書館が利用者に少しでも高く

評価されるようになっていって欲しいと

思います。図書館界全体がウェブサービ

ス的なことをやっていく、しかもできる

だけコストを下げてやっていくことが必

要です。次世代 OPAC というのはシステムの要件ということは関係なく、図書館の姿勢や考

え方を示す、と書いていますが、図書館の考え方が今後変わっていくという時代にあたっ

て NDL サーチがその中の一つの踏み台になっていく、一つの成功例になっていく、と思っ

ています。 

 

NDL サーチが始まってすぐには、前の操作方法から変わってしまったなど、慣れの問題な

どからなかなか使いにくいところがあるかもしれません。しかし、各図書館のサービスと

の連携を考えていきましょう。そして各図書館で使われているシステムには、できるだけ

データを提供しましょう。このような方針のもとに作られていますので、是非 NDL サーチ

をしゃぶりつくしていただくことに期待をしています。 

 


