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2019 年 7 月 17 日（水） 「ジャパンサーチ発進！～連携拡大に向けて」 

パネルディスカッション「デジタルアーカイブを「つなぐ」意義～ジャパンサーチに期待すること」 

記録概要 

 

（以下、敬称略） 

モデレーター： 

国立情報学研究所教授 高野 明彦 

パネリスト： 

 

東京国立博物館学芸企画部博物館情報課情報管理室長 村田 良二 

独立行政法人国立美術館本部事務局情報企画室長 室屋 泰三 

人間文化研究機構総合情報発信センター特任准教授 大内 英範 

立命館大学衣笠総合研究機構准教授 金子 貴昭 

国立国会図書館電子情報部副部長 木藤 淳子 

 

はじめに  

 

高野： 説明会への参加申込時に事前にいただいた質問と、説明会の第一部後に参加者の

方々から寄せられた質問に沿って、パネルディスカッションを進める。今回は多くの質問を

お寄せいただいたが、時間の関係ですべて回答することは難しい。参加者にはこれから連携

機関に加わることを検討しているという方が多いという印象なので、一般ユーザー目線の

意見よりも、連携機関目線での質問を中心に取り上げたい。 

 

Q１．ジャパンサーチと連携して、よかった点と、期待と異なった点を知りたい。 

 

高野： この質問については、パネリスト全員から順にコメントをいただきたい。 

 

村田： 連携することが成果として対外的にアピールしやすい。使いやすさという点では、

我々自身がデータの品質を担保しなければならないこともあるが、串刺し的なデータ活用

をもっと簡便にすると広がりがあると思う。 

 

室屋： 館の枠組みを超えて広くデータを公開できる場ができたと考えている。また、権利

関係を考え直すよい機会になった。 

 

大内： データベースやメタデータの利用条件を見直すきっかけとなった。 
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金子： データベース基盤への利用の間口を広げる機会となり、共同利用・共同研究拠点と

しての成果になった。我々の提供している検索インターフェースは専門的と言われること

があるが、それとは別にジャパンサーチという利用しやすい入口ができたと思う。 

 

木藤： これまで、国立国会図書館サーチ（以下、NDL サーチ）の運用を通じて分野横断を

目指していたが、図書館以外との連携が進みづらかった。しかし、ジャパンサーチは図書館

以外との連携を促進するきっかけになったと思う。ジャパンサーチによって、書籍等分野の

つなぎ役としての NDL サーチの役割をより明確にできた。一方、NDL サーチ経由でジャパ

ンサーチと連携しているデータベースは 3 データベースにとどまり、想定していたより、メ

タデータのライセンスに関する調整に時間がかかっている。 

 

高野：ジャパンサーチのメタデータの権利表記が原則 CC0 というのはハードルが高いと思

われるかもしれないが、メタデータの利活用のためには、ライセンスの理想的な形を掲げて

他の機関についてきてもらうことが必要である。海外ではとっくにクリアされている水準

でもあるので、決して不可能なことではない。 

 

Q2．地方の図書館はどのようにジャパンサーチと連携すればよいのか。 

 

高野： 先ほどの木藤さんの説明にあったように、先ずは書籍等分野のつなぎ役としての

NDL サーチと連携し、その後ジャパンサーチと連携する流れになる。 

 

Q3．ジャパンサーチと連携することでアクセス数は増加したのか。 

 

高野：ジャパンサーチのアクセス数の情報は配布資料にある。それを見ると、ピーク時のア

クセス数は 1 日 6,000PV 程度で、期待する水準より一桁少ないという印象である。ただ、一

人当たりの PV は多いので、癖になるサイトということができ、これからファンを獲得して

いけるとよいと考える。直近一か月のアクセス数が 4 万 3,000PV 程度だが、文化遺産オン

ラインのアクセス数が月 100 万規模であることを考えると、まだ 20 倍程度の伸びしろはあ

るのではないか。 

 

村田： 前半で報告したとおり、目立った増加は見られていない。だが、ジャパンサーチと

の連携において、アクセス数の増加はそれほど期待していない。 

むしろ、異分野のデータが共通のプラットフォームに出ることによる広がりに期待してい

る。例えば、教育の分野などで活用されることを期待している。短期的な効果を求めるより

も、長期的に（デジタルアーカイブの）業界全体でジャパンサーチを育てることを考えるべ

きではないか。 
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Q4．今後、どのように連携を拡大していく想定か。 

 

高野： いまは、既にデータベースを整備し、体制が整っている、比較的連携が容易な機関

と連携を進めているが、今後はこの枠組みを超えて連携を拡大させたいと思っている。今後

の連携先としてはどのような可能性があるだろうか。 

 

木藤： 現在、都道府県単位の図書館・博物館・資料館からの問い合わせがある。地域のア

ーカイブ機関は、国の機関がカバーできていない郷土資料など、その地域でないと見られな

いものを所蔵している。こうした地域のつなぎ役となりうる機関と、今後連携が拡大するの

ではないか。 

 

室屋： 国立美術館としては、例えば国立映画アーカイブ等、まだ提供できていないデータ

を追加で連携し、ジャンルの幅を広げていきたいと考えている。 

先ずは、現在の機構内の連携を進めていく中で、今後の連携のモデルケースとなるような事

例を蓄積することが大事だと考えている。 

 

大内： 人間文化研究機構は大学共同利用機関法人であるので、連携対象が大学・研究機関

まで広げていかなくてはならないと考えている。その先に個々の研究者が構築しているよ

うなデータベースとの連携も考えられるのではないか。 

 

高野： nihuINT は様々なデータベースのつなぎ役となっているが、ジャパンサーチとの連

携に際して、連携元のデータベースのライセンスが障害となって、連携ができなかったとい

うことはあるか。 

 

大内： 機構内の各機関で議論していただき、その結果、57 のデータベースがジャパンサー

チと連携する予定である。メタデータのライセンスは CC0 が原則ということで提供を保留

した機関もあった。また、1 つの機関は（nihuINT を経由せず）ジャパンサーチと直接連携

しているものもある。 

 

金子： どのような機関と連携すべきか議論するより、ジャパンサーチそのものの魅力を高

めるべきだと考える。そのために海外の機関のデータを投入するということも有効なので

はないか。例えば、今回提供した浮世絵のデータの中には舞鶴市教育委員会が 2002 年にデ

ジタル化したものがある。デジタル化した時点では舞鶴市もジャパンサーチに提供するこ

とを想定していなかったはずだが、今回データがジャパンサーチに提供され、例えば大英博

物館が所蔵する浮世絵のデータと同じ舞台で利用してもらえる状態になった。そういう魅
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力的な環境をアピールしていけるようになれば、利用も連携も増えるのではないか。 

 

Q5．海外所在の日本関係資料との連携についてどのように考えるか。 

 

高野： 現時点ではっきりした結論はないが、今回立命館大学アート・リサーチセンターと

の連携が具体的に考える機会を与えてくれたと思う。海外の発信のレベルがオープンなラ

イセンスで理想形に近いと思うので、それを元に国内を説得していきたい。NDL として、

連携のルールに限界はあるのか。 

 

木藤： 国の機関全体として、オープンな方向に向かっていると思うが、NDL だけ先行して

進めるというのは難しい。具体的な事例を積み重ねていくことで他の機関も安心してオー

プン化ができるのではないか。 

 

高野： 先ほどの神崎さんの発表にもあったが、LOD や IIIF についていえば、ジャパンサー

チは世界標準に追いついているという認識である。こういった利活用事例を他の組織の方

にも見ていただいて先駆性を感じていただけたらよいと思う。 

 

Q6．既存のネットワークから漏れがちな、地方の単館や小規模な機関との連携をどのよ

うに拡大していくか。 

 

高野： 個人的には、小規模だが素晴らしいコレクションを持っている機関とは連携すべき

と考える。国立美術館のアートコモンズでは、どのように連携を進めているか。 

 

室屋： アートコモンズでは、全国の参加館から展覧会のちらしを送ってもらってデジタル

化をしているだけだが、実質的に、つなぎ役としての役割を担い、事業として継続できてい

る。運営してきた実感として、小規模な機関には、やはりつなぎ役が手助けをして組織化を

することが重要であると思う。 

 

高野： 例えば、美術館において展覧会を開催する際には、個人所蔵の作品や小規模な機関

の所蔵物を集めて目録を作るが、それをデジタル化することはできないか。 

 

室屋： 技術的には可能であるが、権利や利害の問題もあり難しい。 

 

高野： 図録をアーカイブすればよいのではないか。そこにどういう作品が掲載されている

かメタデータだけを抽出してデータベースに登録する。その作品が載っているアーカイブ

の図録のページが見つかる程度でも充分ではないか。 



 5 / 8 
 

 

村田： そのようなニーズが存在することは認識している。しかし、短期間のイベントとい

う枠組みで作成した図録であり、展覧会終了後のことまではスコープに入っていない。加え

て権利関係が非常に複雑であり一筋縄にはいかない。 

ただ、展覧会に際したデジタルアーカイブ化が有効というのはご認識のとおりで、展覧会企

画によっては公開されていないメタデータや写真をもっている例がある。 

 

高野：ニューヨーク近代美術館（MoMA）は、これまでの展覧会の写真や図録をデジタル化

してインターネット公開することまで行っている。日本でも、少なくとも公的機関が出版元

となったものについては、公開にご協力いただけるとよいと思う。 

 

Q7．民間は、デジタルアーカイブ推進にどのように関わっていけばよいか。 

 

高野： ジャパンサーチのデータをビジネスに用いるということも考えられるし、小規模館

との連携は、民間ベンダーなど民間部門の助力によって連携を拡大していくことが現実的

だろうと思う。 

 

室屋： クラウドが安い価格で提供されつつあるので、そういったサービスが気軽に利用で

きるようになると、美術館としては非常に助かり、デジタルアーカイブ構築の敷居も下がる

のではないか。 

 

高野： 一方で、民間サービスの導入により、データ品質等の相場が下がることへの危惧が

ある。分野ごとに、公共・民間が協力して、語彙基盤やメタデータ標準を議論する体制がで

きるとよい。 

 

Q8．連携・利活用の両面で、ジャパンサーチと Google の情報発信の違いについて知り

たい。 

 

高野： パネリストの中には Google と協働したことのある機関の方もいるが、そのときの経

験も踏まえてコメントをいただきたい。 

 

村田： 東京国立博物館は Google Arts & Culture プロジェクトに参加し、本館及び法隆寺宝

物館のストリートビューを作成した。ストリートビュー作成のために、展示配置を変更し閉

館日に撮影するなど学芸員の負担は大きかった。プレゼンスの向上という意味ではやって

よかったと考えているが、Google Arts & Culture から当館ホームページへのアクセス流入は

限定的であった。 
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ジャパンサーチとの連携は、ネームバリューやプレゼンスのためではなく、コミュニティの

一員として貢献するという意義が大きい。情報環境の改善のため主体的に参加し、貢献する

ことを目的としている。また、ジャパンサーチは Google のウェブ検索よりも出所がはっき

りした情報を提示できるというメリットもある。 

 

室屋： 村田氏と同様、典拠として使えるという点にメリットを感じる。 

東京国立近代美術館工芸館で Google のサービスを利用した事例があるが、Google が設定す

る画像の利用条件が厳しく、Google 以外のプラットフォームに提供することが難しいとい

う問題がある。 

 

高野： Europeana でもその点が問題となった。Europeana の連携機関が Google のサービスを

利用して整備した画像データのライセンスが、Google に有利なものになっており、Google

のプラットフォームでしか発信できないことになっていた。そのため改めてライセンス許

諾をやり直したという事例がある。 

 

会場から： 補足する。オランダのデン・ハーグにあるマウリッツハイス美術館で、真珠の

耳飾りの少女のライセンスの見直しを行った事例かと思う。 

 

Q9．ジャパンサーチの今後の利活用促進策とその課題について知りたい。 

 

高野： こちらの質問については、第一部で利活用事例を報告された、会場の神崎正英先生、

中村覚先生からコメントをいただきたい。 

 

神崎： 2 点に絞ってお話ししたい。 

1 点目は、エンドユーザーとのつながりを作るために、ご当地の情報のようなものを出して

いくということである。メーカーで勤務していたころ、メーカーというのは常にご当地とい

うものをどうアピールするか考えているものだという実感があった。ジャパンサーチでも、

この都道府県にはこのような文化財がある、という情報が拾えると、活用の機会が増えるの

ではないか。例えば、展覧会情報に展覧会場がどこにあるか、という情報が入っているとあ

りがたいと思う。また、事前質問の中に標準地域メッシュ・コードが使えないのか、という

ものがあった。こういうものは正規化レベルでは難しいので、元データの段階で入っている

とありがたい。 

 先ほど話題になった図録のデジタル化に関しても、権利関係で難しいということだが、図

録の全てがアーカイブ化されていなくても、どの展覧会でどの作品が出品されたかという

リストだけでもあると利活用は広がる。例えば、クリーブランド美術館の展覧会出品作品の

リストのスクレイピングを行い、日本に関係する作品がどのくらい展示されていたか調べ
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るといったこともでき、利活用が期待される。 

 2 点目はライセンスに関してだが、現在のジャパンサーチは、高解像度の画像の利用条件

は連携機関の元データベースに遷移しないと確認できない点が不便である。高解像度の画

像自体はジャパンサーチで保持する必要はないと思うが、各連携機関が保持している高解

像度の画像の利用条件に関するメタデータをジャパンサーチで保持できると利活用の可能

性が広がるのではないか。 

 

（補注： ジャパンサーチ（試験版）の検索結果詳細画面では、連携データベース上で公開されているデジ

タルコンテンツの利用条件を表示しているため、直接連携していないデータベースで連携機関が持って

いる高解像度の利用条件は示せていないことへの指摘。） 

 

中村： 別の方向に利活用を拡大することを考えてみてもよいように思う。ジャパンサーチ

を楽しむファンのようなグループができるとよいのではないか。さらに API が提供されて

いればこれまで参加していなかった人たちも関心をもってくれるかもしれない。 

 

高野： 小中学校の教室とかで、普通に使う情報として、ジャパンサーチが使われるように

なるとよい。ご当地ものなどテーマで集められるようになると、使えるのではないか。 

私の所属する国立情報学研究所（NII）も、これまでは大学共同利用機関法人として、大

学への奉仕をミッションとしてきたが、最近方針が変わりつつあり、SINET の初等中等教

育への活用を進めるという話もあるので、ジャパンサーチも、より若年層へのアプローチを

考えていくのがよい。 

 

さいごに  

 

高野： 最後に、各パネリストから、今後の目標・取組内容について一言ずついただきたい。 

 

木藤： ジャパンサーチを通して我が国のコンテンツをまとめていきたい。連携の相談に個

別にきめ細かく対応して連携先を広げていきたいと考えている。 

 

村田： 神崎氏の発表を受けて、とても楽しい利活用の可能性が広がっているなと思った。

提供機関が思いもしない、面白い活用方法を見つけていただけることを期待している。 

 

室屋： 大きな目標と、確実に取り組みたい目標の 2 点がある。大きな目標としては、実現

するかまだ不透明だが、平成 30 年に著作権法が改正されたことを受け、国立美術館のサム

ネイル画像を公開していきたいと考えている。確実に取り組みたいこととしては、神崎氏が

言及された展覧会場の場所情報については、すでにデータが入っているものもあるので、ジ
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ャパンサーチに追加提供したい。 

 

大内： 現在は連携予定のデータベースのうち半分しか提供できていないので、まずは連携

作業を進めたい。その先はどのように活用するのか考えていきたい。 

 

金子： 立命館アート・リサーチセンターも、まだ提供できていないデータベースが多いの

で、先ずはそれらの連携作業を進めたい。そして、ジャパンサーチが、海外の日本研究者や

若い世代の人の興味を引くプラットフォームとなることを期待している。 

 

高野：連携の対象を小規模な機関のデータベースに広げていかなくてはならないと考えて

いる。そのような機関の人たちのためのプラットフォームをジャパンサーチは目指すべき

である。 

また、平成 30 年著作権法改正により、デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟

な権利制限規定が整備されており、デジタルアーカイブ推進に向けた環境が整いつつある。

世界的にも先進的な著作権法を持つ国のプラットフォームとして、ジャパンサーチはもっ

とできることがあると期待している。 


