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https://iss.ndl.go.jp/

書誌データ





書誌データの活用（有償サービス）

リブライズ｜地蔵真作、河村奨 https://librize.com/ja

(最終アクセス：2019年11月7日）
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（参考）CA1814知の貸し借りの場：コワーキングから生まれる図書館たち
http://current.ndl.go.jp/ca1814

◆カフェやコワーキングスペー
スなど、街中のあらゆる場所を
本の貸し借りの場にしてしまう
サービス
◆Free版、Pro版、Enterprize
版の三段階の価格設定
◆国立国会図書館サーチのAPI
を利用

https://librize.com/ja


経済
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書誌データの活用（可視化）

出
版

点
数

出版年

経営管理

1950年から2017年の日本の出版物の可視化｜矢崎裕一
https://lab.ndl.go.jp/cms/sites/default/files/20171129_yazaki.pdf

出
版

点
数

出版年

◆ダンプデータを利用
◆「NDL作成書誌全件ファイル
の提供について」
https://iss.ndl.go.jp/information/api/api-
lists/oai-pmh_info/



https://kn.ndl.go.jp/

震災関連データ

ひなぎく（国立国会図書館東日本大震災アーカイブ ）





◆多数の写真・動画
◆コンテンツの主題と
しての場所・日時（い
つ時点のどこが写／
映っているか）の情報
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ひなぎくのAPIを利用す
ることにより、指定した
自治体に関連した震災関
連資料をひなぎくから取
得することができる。

震災関連データの活用（地域防災）

地域防災Web｜防災科学技術研究所
https://chiiki-bosai.jp/ (最終アクセス：2019年11月7日）

https://chiiki-bosai.jp/


https://id.ndl.go.jp/auth/ndla/

典拠データ



夏目金之助夏目漱石

◆個人名・家族名・団体名や地名・統一タ
イトルについて、出版物等で裏付けのある
情報
◆普通件名・細目（図書等のテーマを記述
するためにNDLが維持している統制語彙）
◆SPARQLエンドポイントを提供



13

典拠データの活用（DBpedia とマッシュアップ）

Linked Web NDL Authorities｜松澤有三 http://indigo-lab.github.io/ndlna/

当該人物についての
概要説明

当該人物と知人
関係にある人物

※GeoNames.jp と国立国会図書館典拠データのリンクセット https://github.com/indigo-lab/geonamesjp_vs_ndlna

http://indigo-lab.github.io/ndlna/


典拠データの活用（ヴィジュアル化）

14作家の歩み｜井ノ上靖 (http://kyoto-city.net/ayumi/index.php）

生没年は当館Web NDLAから
書誌情報はCinii Booksから
11人の作家のみ



http://kokkai.ndl.go.jp/

国会会議録情報



第１回国会 (1947年5月開会)以降の
全ての本会議、委員会等の会議録



国会会議録検索システム検索用API

いつ
なんの会議で
誰が
なんと言った

⇠開会日付
⇠院名、会議名
⇠発言者名
⇠発言、キーワード

発言単位
会議単位

データ取得単位



院名:
参議院

会議名:
予算委員会

発言者名:
安倍晋三

発言:
いわゆるアベノミクスと
言われている政策は、…

「アベノミクス」を含む「安倍晋三」の発言例



国会会議録情報の活用（IFの変更）

• https://kokalog.net/
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Kokalog|Bitlet合同会社 https://kokalog.net/

「デジタルアーカイブ」の発
言88件。1998年初出。

姉妹サービスとして、都道府県
議会市区町村議会の議事録も同
じインターフェースで展開。



国会会議録情報の活用（データ分析）

国会政治家相関図|「GLAMデータを使い尽くそうハッカソン」3班 https://lab.ndl.go.jp/cms/hack2019



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・読んで面白い

• 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）
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https://crd.ndl.go.jp/reference/
https://crd.ndl.go.jp/jp/help/general/api.html#chap7-3

レファレンス情報



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

資料画像
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資料画像の活用例（地図上へのマッピング）

江戸後期 武蔵・相模国 村名マップ｜小池隆 https://fudoki.midoriit.com/ (最終アクセス：2019年11月7日）

デジタル化された地誌の当該地
名に関する記述ページへリンク

https://fudoki.midoriit.com/


IIIF (トリプルアイエフ）
◆International Image
Interoperability Frameworkの略
◆IIIF対応ビューアから標準的な方法
でアクセス可能
◆他機関デジタルアーカイブとの横
断利用が可能





https://www.ndl.go.jp/jp/dlib/stan
dards/opendataset/index.html

ダンプデータがほしい… etc



国立国会図書館デジタル
コレクション書誌情報

tsvxlsx

2019年7月23日時点

図書 雑誌 古典籍 博士論文 歴史的音源



書誌IDリスト

tsv

2018年12月17日時点

 NDLBibID
 JPNO
 ISBN
 NDLJP

各書誌データを結びつけるキーとなるIDのリスト



ISIL-LOD（試行版）
ISIL：図書館及び関連組織のための国際標準識別子

ISIL-LOD（試行版）

RDF/XML

ISIL-Linked Open Data (LOD)
 機関名
 住所の緯度・経度
 DBpedia JapaneseのURI
 Web NDL Authoritiesの名称実体のURI など
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デジタルアーカイブの広がり
公共図書館・地方公共団体系
青森県立図書館デジタルアーカイブ
秋田県立図書館デジタルアーカイブ
イーハトーブ岩手電子図書館
茨木県立図書館デジタルライブラリー
石川県立図書館貴重書ギャラリー
叡智の森Web（宮城県図書館）
大阪府立図書館おおさかeコレクション
岡山市立中央図書館郷土資料画像集
沖縄県立図書館「貴重資料デジタル書庫」
神奈川県立図書館デジタルアーカイブ
川崎市立図書館Web ギャラリー
岐阜県図書館岐阜県関係資料・地図資料
埼玉県立図書館デジタルライブラリー
札幌市中央図書館デジタルライブラリー
滋賀県立図書館近江デジタル歴史街道
千葉県デジタルアーカイブ
信州デジくら
高橋由一石版画の世界（山形県立図書館）
デジタル岡山百科
東京都立図書館デジタルアーカイブ
徳島県立図書館デジタルライブラリ

・・・など多数！！！

大学図書館系
慶應義塾大学メディアセンターデジタルコレクション
神戸大学附属図書館新聞記事文庫
古典籍総合データベース（早稲田大学図書館
筑波大学附属図書館貴重書コレクション
奈良女子大学所蔵資料電子画像集
駒澤大学電子基調書庫
九大コレクション

ADEAC：デジタルアーカイブシステム
主に市区町村立の図書館や公文書館が公開するデジタルアーカイ
ブの検索・閲覧プラットフォーム。自治体史、古文書・古記録、
地図・絵図、個人資料、書簡、美術品などが公開されている。

（2019.6月現在NDLサーチ連携機関より一部のみ掲載）
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デジタルアーカイブの広がり
公共図書館・地方公共団体系
青森県立図書館デジタルアーカイブ
秋田県立図書館デジタルアーカイブ
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茨木県立図書館デジタルライブラリー
石川県立図書館貴重書ギャラリー
叡智の森Web（宮城県図書館）
大阪府立図書館おおさかeコレクション
岡山市立中央図書館郷土資料画像集
沖縄県立図書館「貴重資料デジタル書庫」
神奈川県立図書館デジタルアーカイブ
川崎市立図書館Web ギャラリー
岐阜県図書館岐阜県関係資料・地図資料
埼玉県立図書館デジタルライブラリー
札幌市中央図書館デジタルライブラリー
滋賀県立図書館近江デジタル歴史街道
千葉県デジタルアーカイブ
信州デジくら
高橋由一石版画の世界（山形県立図書館）
デジタル岡山百科
東京都立図書館デジタルアーカイブ
徳島県立図書館デジタルライブラリ

・・・など多数！！！

大学図書館系
慶應義塾大学メディアセンターデジタルコレクション
神戸大学附属図書館新聞記事文庫
古典籍総合データベース（早稲田大学図書館
筑波大学附属図書館貴重書コレクション
奈良女子大学所蔵資料電子画像集
駒澤大学電子基調書庫
九大コレクション

ADEAC：デジタルアーカイブシステム
主に市区町村立の図書館や公文書館が公開するデジタルアーカイ
ブの検索・閲覧プラットフォーム。自治体史、古文書・古記録、
地図・絵図、個人資料、書簡、美術品などが公開されている。

（2019.6月現在NDLサーチ連携機関より一部のみ掲載）

図書館だけでなく、
博物館や文書館、研究機関
でもコンテンツのデジタル
画像やメタデータの公開が

伸展



Galleries 美術館

Libraries 図書館

Archives 文書館

Museums 博物館

→所蔵する作品や資料の目録データ、デジタル画像、文献
のテキストデータ、研究目的で収集されたデータ、地名や人
名のデータなどを蓄積している。



ジャパンサーチ（試験版）2019年2月公開

33https://jpsearch.go.jp/

14機関 50データベース メタデータ約1,800万件

• 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」
• 集約したメタデータを利活用しやすい形式で提供しコンテンツの利活用を促進する基盤

https://jpsearch.go.jp/


ジャパンサーチの連携データベース
（2019年10月末時点）

分野 連携機関 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、3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」

日本写真保存センター 「写真原板データベース」

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」

「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、30 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」「ARC古典籍ポータルデータ
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」

NEW

NEW



写真原板データベース（日本写真保存センター）



様々な由来のコンテンツの横断検索
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キーワード
検索

検索結果



ジャパンサーチのデータの利用条件

コンテンツ（作品や資料そのもの）の
二次利用条件をアイテムごとに表示

メタデータがAPIで取得可能な
コンテンツについては表示される。

メタデータを二次利用する際の詳細条
件（CC0、CC-BY等の別）はデータ
ベースによって異なるため、データベース
詳細画面を確認する。
※「技術情報のページ」で一覧可
https://lab.ndl.go.jp/cms/techi
nfo#c3c2



{"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/ceffe8ba5112d67d30
56e61e8af94267.jpg","provider":"東京国立博物館","contentsRightsType":"c
cby","contentsAccess":"internet","contributor":["葛飾北斎筆"],"temporal":["江
戸時代・19世紀"],"database":"cobas","apiType":"ok","ownerOrg":"nich","ca
tegory":["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","coba
s-7-s":"1幅","cobas-8-s":"葛飾北斎筆","cobas-2-s":"A-979","cobas-0-s":"384
98","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/12f
08f3c06a62af80737925634848303/1886"}

▲RDF JSON▼

▼アイテムの詳細ページ

ジャパンサーチのAPI

ジャパンサーチ「開発者向け情報」
https://jpsearch.go.jp/api



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 福山樹里

2019年9月14日（土）・15日（日）開催

開催報告・作品 https://lab.ndl.go.jp/cms/hack2019



GLAMデータハッカソンの作品例（街歩きアプリ）

プロトタイプ
https://git.io/JeYDy 
https://github.com/frogcat/bura-hiroshige



GLAMデータハッカソンの作品例（ゲーム for小学生）

プロトタイプのコード等 https://github.com/yutakuroda/collection_battler

遊び方
1. プレイヤーは強そうなコンテン
ツを呼び出せそうなキーワードで
ジャパンサーチ検索
2. 検索結果リストの中から、対戦コ
ンテンツを決定
3. プレイヤーが選んだコンテンツ同
士でファイっつ！

しくみ
1. ジャパンサーチAPIから事物のメ タデータを取得
2. JPSIDから独自関数で強さパラメタを算出
3. NDC分類モデルML APIを使って 事物の属性を決定。十進分類

同士の相性により強さパラメタの 重み付けを変更 （例） 自然
科学が哲学に攻撃するとき 戦闘力が半減 芸術が社会科学に攻
撃する時は 戦闘力が２倍

4. 計算結果より勝敗を決定

百鬼夜行絵巻 VS 火焔型土器



NDLラボ ＞技術情報のページ
https://lab.ndl.go.jp/cms/techinfo

NDLラボ公式GitHubアカウント
https://github.com/ndl-lab

デジタルコレクション「お役立ち資料リスト」
https://lab.ndl.go.jp/cms/editathon_tips

［参考］

https://lab.ndl.go.jp/cms/techinfo
https://github.com/ndl-lab
https://lab.ndl.go.jp/cms/editathon_tips


データ API CORS クエリ 返戻 用途 参照

書誌データ REST × SRU、SRW、
OpenSearch、
OpenURL、
Z39.50

XML 書誌データの検索 https://iss.ndl.go.jp/information/api/riy
ou/

書誌データ OAI-
PMH

× OAI-PMH XML 大規模な書誌データの取
得。デジコレ搭載分のみ
でよければ、データセッ
トも提供中。

https://iss.ndl.go.jp/information/api/riy
ou/
サンプル：NDLサーチAPIを利用した
メタデータの可視化
https://github.com/ndl-lab/ndlsearch-
oaipmh-sample
https://www.ndl.go.jp/jp/dlib/standard
s/opendataset/index.html

書影データ ○ JPG 書影を見せたいときに https://iss.ndl.go.jp/information/api/api
-lists/thumbnail_info/

典拠データ SPAR
QL

× SPARQL JSON
/XML

件名や標目の高度な検索 http://id.ndl.go.jp/information/sparql/

データ/APIの技術仕様(1)



データ API CORS クエリ 返戻 用途 参照

国会会議録 REST × 独自 XML 会議録の検索と取得 http://kokkai.ndl.go.jp/api.html

レファレン
ス情報

REST × 独自 XML レファレンスの質問と回答な
どの取得

https://crd.ndl.go.jp/jp/help/gen
eral/api.html#api
サンプル：レファレンス協同
データベースのAPI利用
https://github.com/ndl-lab/crd-
api-sample

資料画像 IIIF 
Image 
API

○ IIIF JPG IIIFでデジコレ画像を表示した
いときに、デジコレの資料
ページにIIIFリンクがあるもの

https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy
2018/180515_01.html

データ/APIの技術仕様(2)



データ API CORS クエリ 返戻 用途 参照

GLAMメタ
データ

REST ○ 独自 JSON ジャパンサーチの検索とメタ
データ取得
・メタデータ項目の検索
・Geo検索（座標＋範囲）
・時間検索（時間範囲）
・画像検索（画像特徴量）
※ジャパンサーチの裏で読ん
でいるAPIなので、画面上でき
ていることはたいていできま
す。

https://jpsearch.go.jp/api/webapi
/
ジャパンサーチAPIを用いた検
索Webサービスのサンプル

GLAMメタ
データ

SPAR
QL

○ SPARQL JSON
/XML

ジャパンサーチの高度な検索
とメタデータ取得

https://jpsearch.go.jp/api/sparql-
explain/
航空写真とジャパンサーチの
メタデータのマッシュアップ
アプリのサンプル

データ/APIの技術仕様(3)

https://jpsearch.go.jp/api/webapi/
https://jpsearch.go.jp/api/sparql-explain/

