
使ってみよう＆育ててみようデジタルアーカイブ
国立国会図書館のデータベースとジャパンサーチ

Urban Data Challenge Web Seminar  2019.7.19 by Tomoko Okuda, National Diet Library 
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ジャパンサーチ（試験版） https://jpsearch.go.jp/

• さまざまな分野のデジタルアーカイブと連携し、
我が国が保有する多様なコンテンツのメタデータ*

をまとめて検索できる国の分野横断統合ポータル

• 政府の「知的財産推進計画」等に掲げられている
国の取組

運用主体：デジタルアーカイブジャパン推進委員会・
実務者検討委員会

（事務局：内閣府知的財産戦略推進事務局）
システム運用担当：国立国会図書館

• 2019年2月に試験版を公開、本格版公開は2020年
度を目途

＊コンテンツの内容や所在等について記述したデータ。
図書館の書誌データ、博物館・美術館の収蔵品などの
目録データなど。

ジャパンサーチとは

https://jpsearch.go.jp/csearch?from=0
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連携状況（2019年6月時点）

13機関 46データベース メタデータ約1,800万件
分野 データ提供機関 データベース名

書籍等 国立国会図書館 「国立国会図書館サーチ」から、5件のデータベース

公文書 国立公文書館 「国立公文書館デジタルアーカイブ」

文化財
文化庁 「文化遺産オンライン」から、国指定文化財等データベース

国立文化財機構 「ColBase 国立博物館所蔵品統合検索システム」

美術 国立美術館
「国立美術館所蔵作品総合目録検索システム」

「アートコモンズ」

メディア芸術 映像産業振興機構 「Japan Content Catalog」から、2件のデータベース

舞台芸術 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 「演劇情報総合データベース」から、2件のデータベース

自然史・理工学

国立科学博物館 「サイエンスミュージアムネット S-Net」

国立科学博物館、神奈川県立生命の星・

地球博物館

魚類写真資料データベース

人文学
人間文化研究機構 「人間文化研究機構統合検索システム nihuINT」から、27件のデータベース

立命館大学アート・リサーチセンター 「ARC浮世絵ポータルデータベース」

放送番組
放送番組センター 「放送ライブラリー公開番組データベース」※ドラマのデータ

日本放送協会 「動画で見るニッポンみちしる」

データセット 内閣官房IT総合戦略室・総務省 データカタログサイト

メディア芸術 文化庁 メディア芸術データベース

調整中の連携先一覧
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■ 各機関が所蔵する資料のメタデータを集約

横断的に検索することが可能

各コンテンツ保有機関：所蔵資料のメタデータを作成。
各分野のつなぎ役にデジタルコンテンツとメタデータ送付。

分野・地域コミュニティのつなぎ役：メタデータ集約、API・
ポータル提供、メタデータの標準化。

ジャパンサーチ：メタデータ集約、API・ポータル提供、
全体標準化、利活用推進

ジャパンサーチとは



様々な分野のコンテンツの横断検索
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Keyword 
search

Search 
result



メタデータを取得可能

{"id":"cobas-38498","common":{"id":"cobas-38498","title":"羅漢図","titleYomi
":"らかんず","linkUrl":"https://colbase.nich.go.jp/collectionItems/view/12f08
f3c06a62af80737925634848303/1886","thumbnailUrl":"https://colbase.ni
ch.go.jp/uploads/collection_item_images/thumbnail/ceffe8ba5112d67d305
6e61e8af94267.jpg","provider":"東京国立博物館","contentsRightsType":"cc
by","contentsAccess":"internet","contributor":["葛飾北斎筆"],"temporal":["江戸
時代・19世紀"],"database":"cobas","apiType":"ok","ownerOrg":"nich","cate
gory":["cultural","art"],"access":"PUBLIC"},"cobas-17-s":"羅漢が掲げる鉄鉢か
らは雲気が上り、そこには龍を暗示する稲妻が光る。葛飾北斎は90
歳の長寿を保ち、幅広い画題と画風をよくした。この図にも熟達した
デッサン力がうかがえる。落款から、北斎が「載斗(たいと)」と号し
た文化年間(1804～18)後半頃の作品と考えられる。","cobas-16-s":"東
京国立博物館","cobas-18-u":"https://colbase.nich.go.jp/uploads/collection_i
tem_images/thumbnail/ceffe8ba5112d67d3056e61e8af94267.jpg","cobas
-7-s":"1幅","cobas-8-s":"葛飾北斎筆","cobas-2-s":"A-979","cobas-0-s":"3849
8","cobas-11-s":"江戸時代・19世紀","cobas-6-s":"らかんず","cobas-12-s":"
紙本墨画淡彩","cobas-5-s":"羅漢図","cobas-13-s":"100.0×41.5","cobas-4-s
":"絵画","cobas-1-u":"https://colbase.nich.go.jp/collectionItems/view/12f08f
3c06a62af80737925634848303/1886"}

▲RDF JSON▼

▼アイテムの詳細ページ



ソースデータ

共通情報

名称：刀

サイズ：68.1弱

和暦：長禄2

分野：工芸

作者名：長光

所蔵：X博物館

ソースデータ
名称：刀

サイズ：68.1弱

和暦：長禄2

分野：工芸

作者名：長光

所蔵：X博物館

データベース：Y DB

タイプ：文化財

DB単位
の情報

共通項目ラベルの付与

名称/タイトル

提供者

時間

寄与者

ラベル：刀剣（https://id.ndl.
go.jp/auth/ndlsh/00573180）

時間：1459

主題：工芸

作者：長光

提供者：X博物館

アグリゲーター：Y DB

タイプ：文化財

詳細モデル化

登録・共通項
目ラベル付与

共通項目ラベル名

マッピング

• 一部項目を抽出・コピー
/変換（正規化）

• 値はできるだけURI化
• ソースデータも保持

• 共通項目ラベルは自動で付与後、
データ提供館で確認・修正が可能

• 最小限度の項目のみ実施

名称：刀

サイズ：68.1弱

和暦：長禄2

分野：工芸

作者名：長光

所蔵：X博物館

検索機能 「利活用フォーマット」
で出力

魅力的表示 検索機能の
精緻・高度化

（オリジナル）
ソースデータ

つなぎ役／
アーカイブ機関

ジャパンサーチ

ジャパンサーチにおけるメタデータの集約と変換（イメージ）
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「空から標本資料を見てみよう！」
（当館職員によるジャパンサーチのAPIを使った作例）

Web API version (https://blue0620.github.io/specimenwebapi/)
SPARQL version (https://blue0620.github.io/specimen/)

https://blue0620.github.io/specimenwebapi/
https://blue0620.github.io/specimen/
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Web API Easy SPARQL SPARQL

メタデータの構造化 △ ◎ ◎

応答速度 ◎ ○ ×～○(※クエリ次第)

クエリの自由度 ○ △ ◎

取得可能な形式 json json, xml json,xml,csv,ttl等

習得しやすさ ○ ◎ △

ジャパンサーチで提供しているAPIの特徴
（「空から標本資料を見てみよう！」作成職員による分析）

作りたい機能に応じて、APIを使い分
け、あるいは併用して、面白いサービ
スを作ってみてください。
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使ってみよう
ジャパンサーチ

>>>> https://jpsearch.go.jp/



ジャパンサーチ（試験版）https://jpsearch.go.jp/
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育ててみよう
ジャパンサーチ

>>>>「マイノート」＆「ウェブパーツ」機能
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「マイノート」＆「ウェブパーツ」機能
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• お気に入りのギャラリー、メタデータをマイノートに登録できる
• マイノートに登録したデータは、注記を加えたり、CSVなどの形式での出力も可能

検索結果の♡アイコンを
押すことで、お気に入り
のギャラリーメタデータ

をマイノートに登録

注記の追加が可能

ノートに保存したリストをCSV、
XLSX、JSONでエクスポート可能
また、ウェブパーツとしてHTMLへの
貼り付けも可能



19



20

育ててみよう
ジャパンサーチ

>>>>https://jpsearch.go.jp/api

もっと
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開発者向け情報

開発者向け情報 https://jpsearch.go.jp/api



メタデータを取得可能

{"id":"cobas-38498","common":{"id":"cobas-38498","title":"羅漢図","titleYomi
":"らかんず","linkUrl":"https://colbase.nich.go.jp/collectionItems/view/12f08
f3c06a62af80737925634848303/1886","thumbnailUrl":"https://colbase.ni
ch.go.jp/uploads/collection_item_images/thumbnail/ceffe8ba5112d67d305
6e61e8af94267.jpg","provider":"東京国立博物館","contentsRightsType":"cc
by","contentsAccess":"internet","contributor":["葛飾北斎筆"],"temporal":["江戸
時代・19世紀"],"database":"cobas","apiType":"ok","ownerOrg":"nich","cate
gory":["cultural","art"],"access":"PUBLIC"},"cobas-17-s":"羅漢が掲げる鉄鉢か
らは雲気が上り、そこには龍を暗示する稲妻が光る。葛飾北斎は90
歳の長寿を保ち、幅広い画題と画風をよくした。この図にも熟達した
デッサン力がうかがえる。落款から、北斎が「載斗(たいと)」と号し
た文化年間(1804～18)後半頃の作品と考えられる。","cobas-16-s":"東
京国立博物館","cobas-18-u":"https://colbase.nich.go.jp/uploads/collection_i
tem_images/thumbnail/ceffe8ba5112d67d3056e61e8af94267.jpg","cobas
-7-s":"1幅","cobas-8-s":"葛飾北斎筆","cobas-2-s":"A-979","cobas-0-s":"3849
8","cobas-11-s":"江戸時代・19世紀","cobas-6-s":"らかんず","cobas-12-s":"
紙本墨画淡彩","cobas-5-s":"羅漢図","cobas-13-s":"100.0×41.5","cobas-4-s
":"絵画","cobas-1-u":"https://colbase.nich.go.jp/collectionItems/view/12f08f
3c06a62af80737925634848303/1886"}

▲RDF JSON▼

▼アイテムの詳細ページ



ソースデータ

共通情報

名称：刀

サイズ：68.1弱

和暦：長禄2

分野：工芸

作者名：長光

所蔵：X博物館

ソースデータ
名称：刀

サイズ：68.1弱

和暦：長禄2

分野：工芸

作者名：長光

所蔵：X博物館

データベース：Y DB

タイプ：文化財

DB単位
の情報

共通項目ラベルの付与

名称/タイトル

提供者

時間

寄与者

ラベル：刀剣（https://id.ndl.
go.jp/auth/ndlsh/00573180）

時間：1459

主題：工芸

作者：長光

提供者：X博物館

アグリゲーター：Y DB

タイプ：文化財

詳細モデル化

登録・共通項
目ラベル付与

共通項目ラベル名

マッピング

• 一部項目を抽出・コピー
/変換（正規化）

• 値はできるだけURI化
• ソースデータも保持

• 共通項目ラベルは自動で付与後、
データ提供館で確認・修正が可能

• 最小限度の項目のみ実施

名称：刀

サイズ：68.1弱

和暦：長禄2

分野：工芸

作者名：長光

所蔵：X博物館

検索機能 「利活用フォーマット」
で出力

魅力的表示 検索機能の
精緻・高度化

（オリジナル）
ソースデータ

つなぎ役／
アーカイブ機関

ジャパンサーチ

ジャパンサーチにおけるメタデータの集約と変換（イメージ）
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＜https://jpsearch.go.jp/data/cobas-14869＞

利活用スキーマ解説：https://jpsearch.go.jp/api/introduction/



25https://www.kanzaki.com/works/ld/jpsearch/
神崎正英「ジャパンサーチ非公式サポートページ」



26ゼノン・リミテッド・パートナーズ 神崎正英氏作成
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https://www.kanzaki.com/works/2016/pub/image-annotator?u=https://diyhistory.org/public/portal_pro/iiif-
manifest.php?text=%E5%9C%B0%E9%9C%87%E5%AD%A6%26fed=1

https://diyhistory.org/public/portal_pro/iiif-manifest.php?title

IIIF （トリプルアイエフ）
International Image 
Interoperability Frameworkの
略。

画像へのアクセスを標準化し相
互運用性を確保するための国際
的なコミュニティ活動。異なる
ウェブサービスで公開される画
像データを横断的に利用可能に
する。



28https://kanzaki.com/works/ld/jpsearch/annot-sumoゼノン・リミテッド・パートナーズ 神崎正英氏作成
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博物館、図書館、文書館
等による所蔵資料のデジ
タル化と公開、利用条件
の整備などの取組み

地域コミュニティによ
る発見、記録、保存、
共有の取組み

「モージャー氏撮影写真資料」（国立国会図書館デジタルコレクション）

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10756455

見えやすく！
Wikipediaでも

個人サイトでも！

公開機関が持っている情報
「タイトル：製作中の和傘
（岐阜県）」

コミュニティが持っている
情報
「この山影からすると…

○○町じゃない？」
「うちが作ってた傘だ！」

和傘といえば加納、
名鉄名古屋本線で
加納駅の東側

残念ながら、今のところ、ジャパンサーチでは
一つの資料（アイテム）の中の個別のページに
ユーザがコメントを付けられる仕組みはなし。



2019年9月

14日(土)
15日(日)
10:00-17:00

（両日）

ジャパンサーチ試験版公開記念

GalleriesLibrariesArchivesMuseums
データを使い尽くそうハッカソン

会場：国立国会図書館東京本館新館３階 大会議室
（東京都千代田区永田町1-10-1）

費用：無料

申込：以下のウェブサイトをご覧の上
お申し込みください。

http://lab.ndl.go.jp/cms/hack2019

お問い合わせ：国立国会図書館電子情報部電子情報流通課

標準化推進係 opendata@ndl.go.jp

申込締切

8月25日
（日）
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使ってみよう＆育ててみよう
国立国会図書館のデータベース



NDLのデータと利用条件

32
（数字は平成30年度末現在）

データ 利用条件

国内出版物を始めとする当館所蔵資料の書誌データ
約2540万件

非営利・営利目的を問わず、無償で利用可能。APIに
よる取得及び一括ダウンロード可。

著者等の人物、団体の名称や識別情報（典拠データ）
約112万件

非営利・営利目的を問わず、無償で利用可能。APIに
よる取得可。

所蔵する貴重資料や図書などのデジタル画像（イン
ターネット公開） 約48万件

著作権保護期間満了のもの（約37万点）は、利用者の
責任において自由利用可。

日本のウェブサイトのアーカイブデータ
（インターネット公開） 約13万キャプチャ分

保存されたウェブサイトの著作権は、元の著作権者に
帰属。二次利用には要許諾。

国会会議録のテキストデータ・画像データ

7.8GB（テキストデータ）、約188万頁分（画像）

個々の発言の著作権は著作権者に帰属。著作権法の権
利制限の範囲内で利用可。検索用APIを提供。営利目
的は要申請。

全国の図書館や公文書館によるレファレンス事例、調
べ方案内、特別コレクション情報、機関情報など

約22万件

個々のデータの著作権はデータ提供館に帰属。検索用
APIを提供。営利目的は要申請。



NDLのデータと提供サービス
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（数字は平成30年度末現在）

データ 提供サービス

国内出版物を始めとする当館所蔵資料の書誌データ
約2540万件

国立国会図書館サーチ https://iss.ndl.go.jp/

著者等の人物、団体の名称や識別情報（典拠データ）
約112万件

国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス
https://id.ndl.go.jp/auth/ndla

所蔵する貴重資料や図書などのデジタル画像（イン
ターネット公開） 約48万件

国立国会図書館デジタルコレクション
http://dl.ndl.go.jp/

日本のウェブサイトのアーカイブデータ
（インターネット公開） 約13万キャプチャ分

国立国会図書館インターネット資料収集保存事業
http://warp.da.ndl.go.jp/

国会会議録のテキストデータ・画像データ

7.8GB（テキストデータ）、約188万頁分（画像）

国会会議録検索システム http://kokkai.ndl.go.jp/

全国の図書館や公文書館によるレファレンス事例、調
べ方案内、特別コレクション情報、機関情報など

約22万件

レファレンス協同データベース
http://crd.ndl.go.jp/



34http://dl.ndl.go.jp/



35

2017年デジタルライブラリーカフェ「地域資料を最新規格で使いやすくしてみよう」
講師：永崎研宣氏（人文情報学研究所主席研究員）
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地域を設定する

テーマを設定する



①古地図を検索する

38

①都道府県名 or 市区町村名、
あるいは旧国名

②「件名」：古地図 絵図 地図

38

③「OR」を選択



『長崎諸御役場絵図』

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9369216

39



②古い統計を検索する

②あるいは、
「NDLC分類」：ＤＴ

①都道府県名 or 市区町村名

②「NDC分類」：３５
（統計）

40



『熊本県勢要覧. 大正3年2月刊行』
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/924648

41



キーワード NDC分類 NDLC分類

古い統計

都道府県名
市区町村名
旧国名

35 DT

風俗習慣、
民俗 38 GD

過去の災害
報告書 369.3 EG77

郷土料理 596 EF27

方言 818 KF121

42

参考：デジコレ検索方法まとめ

※他の検索を試される方のために
・NDC分類の一覧：

https://ndlopac.ndl.go.jp/F/ERBY8IPP8HLDMP2432QRUAM6Q1TA9C9TTQCX69CJ8HB

TXYMXLN-06451?func=file&file_name=ndc-window
・NDLC分類の一覧：

http://www.ndl.go.jp/jp/data/catstandards/classification_subject/ndlc.html



③地域の歴史に関する資料
（都道府県ごと）

http://dl.ndl.go.jp/ja/local_history.html
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請求記号を設定する

④職員が使う裏技



45http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/767467
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http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10286610

占領期資料には全国の情報がいっぱい
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レファレンス協同データベース

• 登録データ
• レファレンス事例
• 調べ方マニュアル
• 特別コレクション
• 参加館プロファイル

→ 図書館員：レファレンス情報源、研修、自館活動PR
→ 一般利用者：調べものの情報源・面白い

• 参加館（公共・大学・専門・学校・NDL）815館
• データ総数 約23万件 うち一般公開データ 約12万件

• アクセス数 月平均300万アクセス

（2019年6月末時点）

http://crd.ndl.go.jp/reference/
http://crd.ndl.go.jp/jp/help/general/api.html#chap7-3
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消えた市町村サイト
http://warp.da.ndl.go.jp/contents/reccommend/collection/disap_localgov.html


