
質問 回答

1
ジャパンサーチは、海外にある日本
関係資料とは連携しないのか。

2019年8月現在、ジャパンサーチ（試験版）と連携している立命館大学アート・リサーチセンターの「ARC浮世絵
ポータルデータベース」、人間文化研究機構の「在外日本美術」では、海外の機関が所蔵する日本関係資料も扱っ
ており、連携機関のデータベースを介して、ジャパンサーチ（試験版）と海外にある日本関係資料との連携が進ん
でいます。
また、EuropeanaやDPLA（Digital Public Library of America）等の海外の主要ポータルとの連携を見据え、ジャパン
サーチでは、世界で流通しているメタデータと利用条件のレベルを揃え、連携するメタデータの権利表記を「原則
は、CC0（著作物性のある項目のみCC BYでも可）」としています。

3

書籍等分野の取りまとめは国立国会
図書館が行うとのことだが、県立図書
館が県内の図書館に行う役割はある
のか。

都道府県立図書館は、その地域の市区町村立図書館の「つなぎ役」、また、場合によっては、博物館・美術館・文
書館等を含めた地域全体の「つなぎ役」として、地域アーカイブの構築・提供を行うことが期待されます。
「つなぎ役」の役割には、ポータルの整備、メタデータの集約、デジタル化のための業務支援等がありますが、詳し
くは、「第二次中間取りまとめ」（実務者検討委員会、平成31年4月）
<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/jitumusya/2018/torimatome2.pdf> p.34の「表
2：つなぎ役の役割一覧」をご参照ください。
今後、ジャパンサーチの連携拡大において、こうした地域アーカイブとの連携がますます重要になっており、都道
府県立図書館への期待も高まっています。

6

ポータルサイトとの連携において、利
用条件がそれぞれのコレクションで異
なる場合、当該ポータルサイトと直接
連携はできないのか。

ジャパンサーチでは、個々のコレクションの利用条件が異なっていても、ポータルとの直接連携が可能です。
コンテンツ単位で利用条件が異なる場合には、それぞれの利用条件がメタデータとして整備されていれば、ジャパ
ンサーチ上で利用条件を設定することができます。
また、個々のコレクションごとにデータベースが作成されているのであれば、個々のデータベースがジャパンサーチ
と直接連携することもできます。
ジャパンサーチにおける二次利用条件の設定方法については、本説明会資料「ジャパンサーチ（試験版）の機能と
連携方法について」<https://www.ndl.go.jp/jp/event/events/20190717_ndl.pdf>のp.20をご覧ください。

7

ジャパンサーチと連携することで、各
機関が個別にコストをかけてデータ
ベースを提供する意義は薄れない
か。

ジャパンサーチは、連携機関のデータベース等からメタデータのみを集約して検索可能にしており、関係機関の
データベース等がなければジャパンサーチは成り立ちません。また、連携機関が各データベースで公開しているサ
ムネイル画像やデジタルコンテンツそのものはジャパンサーチでは提供されていません。
ジャパンサーチと連携することで、個別のデータベースの存在意義が薄れることはなく、むしろ、ジャパンサーチと
連携することにより、連携機関が所有するデジタルコンテンツの発見可能性を高めることができ、各機関の情報発
信の向上に資することになると考えます。

8

ウェブ上に所蔵品データベースがな
い組織が内部管理用のファイルを提
供するなどして連携することは可能
か。

ジャパンサーチは、ウェブ上に公開されているデータベース等とメタデータ連携する仕組みです。連携するのは必
ずしもデータベースである必要はありませんが（excelやtsv/csv等のデータファイルでも可）、ウェブ上に公開されて
いる必要はあります。

9

データが大量にある場合に、適切な
キーワードでないとヒットしないことが
ある。狙った情報にたどり着けるよ
う、ジャパンサーチではどのような仕
組みがあるか。

ジャパンサーチの詳細検索では、データベースなどを絞り込んで検索することができます。
また、「テーマ別検索」という仕組みを用意し、特定のテーマ（例：刀剣、長崎関連資料、北斎の作品等）に即した検
索を可能としています。これは、予め、検索対象とするデータベースとメタデータ項目を選び、それを串刺し検索で
きるようにする仕組みです。現在は連携機関のみこのテーマ別検索を作成することが可能ですが、今後は誰でも
利用できるようにする予定です。

10
今後、連携コンテンツの全文検索が
できるようになる予定はあるか。

ジャパンサーチはメタデータの検索を目的としたものであり、メタデータに本文の一部が含まれている場合に本文
が検索できることもありますが、全ての本文を検索できるようにする予定はありません。

連携について

2
公共・大学図書館は、ジャパンサーチ
とどのように連携すればよいか。書誌
データだけでも連携できるのか。

国立国会図書館は、書籍等のつなぎ役として「国立国会図書館サーチ（NDLサーチ）」を提供しており、NDLサーチ
とは、書誌データだけでも連携することができます。
公共・大学図書館のデジタルアーカイブは、NDLサーチと連携することで、NDLサーチ経由でジャパンサーチと連
携することができます。
NDLサーチとの連携に係る技術的な要件・手続き等については、NDLサーチの「連携を希望される機関の方へ」
<http://iss.ndl.go.jp/information/renkei/>をご参照ください。
なお、現在NDLサーチと連携しているデータベースとジャパンサーチとの連携は、基本的に、デジタルコンテンツを
公開している図書館との調整を進めているところです。

4
博物館・美術館図書室は、どのように
連携すればよいのか。

国立国会図書館は、書籍等のつなぎ役として「国立国会図書館サーチ（NDLサーチ）」を提供しています。博物館・
美術館図書室についても、所蔵資料に関するデジタルアーカイブの場合は、NDLサーチと連携することで、NDL
サーチ経由でジャパンサーチと連携することができます。
NDLサーチとの連携に係る技術的な要件・手続き等については、NDLサーチの「連携を希望される機関の方へ」
<http://iss.ndl.go.jp/information/renkei/>をご参照ください。
なお、図書室を含む、博物館・美術館全体での連携をご希望の場合は、ジャパンサーチと直接連携することもでき
ます。詳しくは、ジャパンサーチのお問合せフォーム<https://jpsearch.go.jp/contact>からおたずねください。

5
映像資料のアーカイブとの連携はど
ういう状況か。

2019年7月現在、放送番組分野では、放送番組センター（「放送ライブラリー」のうちドラマのデータ）、日本放送協
会（「みちしる」）と連携しています。その他、人文学分野で国立民族学博物館の映像資料も登録されています。
また、本説明会の報告でもありましたように、国立映画アーカイブとの連携も検討が進められています。

検索について

検索について（承前）
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11

個別のデータベースでは検索できる
ことが、ジャパンサーチでは上手くい
かないといったことが、試験版ではど
のくらいの割合で発生するのか。主
題に関するキーワードをどの程度正
規化できるかということかと考える
が、今後の見通しを知りたい。ジャパ
ンサーチ一つで自分の求める情報が
存在するのかの確認が可能になるの
か。

SPARQLの利用において、正規化値を利用した検索では、従来の方法では検索できなかったアイテムを多数発見
できる一方、正規化できなかった値（アイテム）は検索漏れとなります。正確な値は分かりませんが、正規化対象項
目の正規化率は90%程度はあると考えています（件数の多い名称を優先的に正規化しているため）。
一方で、RDFの構造化ノードには元データの値を保持していますので、これを検索対象にすれば、個別データベー
スで検索できるものは基本的には検索可能です。ただしこの場合、SPARQLのテキスト検索を用いることになり、応
答速度が大きく低下する可能性があります。元データベース（sourceInfo）を指定すれば、特別に大きなデータベー
スでない限り実用的な応答が得られるとは思います。

12

ジャパンサーチの連携のためのメタ
データフォーマットは、DC-NDL形式
なのか、EuropeanaやDPLAに準じた
スキーマなのか。

ジャパンサーチでは「共通メタデータフォーマット」による連携を行っています。
共通メタデータフォーマットには、ジャパンサーチと連携するためのフォーマット（連携フォーマット）と、集約されたメ
タデータを利活用するためのフォーマット（利活用フォーマット）の二つがあります。
連携フォーマットのメタデータ項目は、各連携機関が持っているメタデータ項目をそのままの形でジャパンサーチに
提供可能としています。
一方の利活用フォーマットは、Europeana等の海外事例も踏まえて開発した「ジャパンサーチ利活用スキーマ」によ
るRDFデータに、連携機関から提供されたメタデータ項目を変換して、API（SPARQL）で提供しています。「ジャパン
サーチ利活用スキーマ」については、ジャパンサーチの「開発者向け情報」<https://jpsearch.go.jp/api> をご覧くだ
さい。

13

メタデータ付与において、共通項目ラ
ベルで機関・分野によるズレ（ブレ）を
どこまで吸収可能か。専門性を削い
でいないか。

共通項目ラベルは、連携機関から提供されたオリジナルのメタデータ項目に対して、「名称/タイトル」や「作成者」
など、各分野で共通すると思われる項目のラベルを追加して付与するもので、連携機関のオリジナルのメタデータ
項目はそのままの形で保持しています。また、連携後は、ジャパンサーチ側で、時間、場所、寄与者（人物/団体）
についての値を可能な限り正規化・RDF化しますが、こちらもオリジナルのメタデータを保持したまま、正規化デー
タを追加する形で行っていますので、連携機関のメタデータの専門性を損なうことなく、分野横断検索を実現してい
ます。

14
メタデータアナライザーの精度はどの
程度か。

連携機関のオリジナルのメタデータ項目の中から共通項目ラベルに相当する項目を自動推定する機能に関してい
えば、現在の正答率は7割程度です。今後連携機関が増えることで精度が向上することが期待されます。

15
メタデータの表記や用語のユレにつ
いて、どのような対策をしているか。

ジャパンサーチでは、連携後に、集約したメタデータを利活用のための形式（ジャパンサーチ利活用スキーマ）に変
換しますが、その際に人名、地名等については、国立国会図書館の典拠データ（Web NDL Authorities）、Wikidata
等のデータと同定し、関連付けることで、データの正規化を行っています（この際に辞書及びツールで表記の揺れ
も可能な限り吸収します）。正規化したデータは、利活用促進のため、API（SPARQL）で提供しています。
将来的には、正規化したデータをジャパンサーチの検索機能に取り込んで検索精度の向上に活かすことを考えて
います。

16
メタデータをGoogleなどに提供する予
定はあるか。

メタデータは、連携機関がAPI提供可としているものは、APIで提供しています。Google等への提供について、SEO
対策という意味であれば、Google等の一般的な検索エンジンでヒットされるよう対処しています。

17
権利関係の表示は、著作権を持って
いる者でなくとも付与してよいのか。

権利関係の表示は、権利者でなければ付与できません。
アーカイブ機関のみが権利を有するデータの場合は、自らがその二次利用条件を設定することができますが、第
三者が権利を部分的にせよ有し、かつ包括的な許諾などがなされていない場合は、どのような二次利用条件にす
るかについては、当該第三者と協議し、合意と許諾を得る必要があります。
デジタルアーカイブにおける望ましい二次利用条件表示の在り方については、「デジタルアーカイブにおける望まし
い二次利用条件表示の在り方について（2019年版）」（実務者検討委員会、平成31年4月）
<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/jitumusya/2018/nijiriyou2019.pdf>をご参照く
ださい。

19

教育利用が「○」とは、どういう範囲で
可なのか。学参図書のような一般教
材、塾や専修学校等で利用される教
材については対象となるのか。

ジャパンサーチで表示しているデジタルコンテンツの二次利用条件の早見表は、便宜上、デジタルコンテンツの著
作権のステータス及びその二次利用条件といった権利表示を簡潔に表記するためのマークであり、利用条件の詳
細や具体的な範囲については、個々の連携機関のデータベースの利用条件によります。また、早見表と個々の
データベースの利用条件が異なる場合は、後者が優先されます。
（参照）ジャパンサーチの「サイトポリシー」3.データの利用について<https://jpsearch.go.jp/policy#anchor03>

メタデータ関係

著作権関係

18
著作権が切れているものにCC BYの
権利表記をつけることは適切か。

CC BYなどクリエイティブ・コモンズ・ライセンス等の著作権ライセンスは、著作権者が自ら保有する権利の利用許
諾を行うものですので、著作権保護期間が満了している作品・原資料を忠実に複製したデータや、著作物としての
要件を満たさない創作的表現のないデータなどに適用したとしても、その二次利用に著作権法による保護を超え
た追加的な制約を課すものではありません。
（参考）
「デジタルアーカイブにおける望ましい二次利用条件表示の在り方について（2019年版）」（実務者検討委員会、平
成31年4月）
<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/jitumusya/2018/nijiriyou2019.pdf>
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20
学生がデータを論文やリポート作成
で利用する際に気を付けることは何
か。

メタデータ及びサムネイルの利用に当たっては、連携機関の各データベースの紹介ページに記載された利用条件
を確認してください。また、個別のデジタルコンテンツについては、検索結果詳細画面に記載された二次利用条件
をご確認の上、ご利用ください。
ジャパンサーチと連携しているメタデータ、サムネイル及びデジタルコンテンツの利用については、「サイトポリ
シー」<https://jpsearch.go.jp/policy#anchor03>もご参照ください。

21
文化財データを用いた商品化は可能
か。

ジャパンサーチでは、メタデータ、サムネイル及びデジタルコンテンツの利用条件を表示しています。デジタルコン
テンツに関しては、検索結果詳細画面で、「商用利用可」が「○」となっているものは、商品化して問題ありません。
ただし、CC BYの場合は著作権表示が必要になるため、具体的には、連携機関のデータベースの利用条件も合わ
せてご確認の上、ご利用ください。
ジャパンサーチと連携しているメタデータ、サムネイル及びデジタルコンテンツの利用については、「サイトポリ
シー」<https://jpsearch.go.jp/policy#anchor03>もご参照ください。

22
ジャパンサーチ利活用スキーマ、API
等を使っていろいろ実験してみたい
が、いつから使えるようになるのか。

現時点でも、API（SPARQL）で「ジャパンサーチ利活用スキーマ」に変換したメタデータを利用できるものがありま
す。少なくとも、令和元年度中にはほとんどの連携データベースに関して同スキーマに変換したデータをAPI
（SPARQL）で提供可能とする予定です。

23

RDF等を利用したメタデータの活用事
例は、一般利用者には敷居が高い。
「開発者向け情報」をどのような場所
に提供すれば活用してもらえるのか。

提供先としては、LODチャレンジやアーバンデータチャレンジなどのコンテスト、ハッカソンなどのイベントが考えら
れます。RDF等に精通した参加者が比較的多く、またRDF等に馴染みのない参加者にもそのような技術を学ぶよ
い機会になると思われるためです。

24

「歴史・地名データ」を用いてとのこと
だが、どこまでの地名データを想定し
ているか。（例えば、大字・小字・通称
地名・村落名・荘園名なども対象とな
るか。国絵図などもマッピングされる
か。）

現在は、寺社城および旧国名から緯度経度を推定するために使用しています。より踏み込んだ利用については、
今後の検討課題といたします。

25
「日本カモシカ」のメタデータが一番多
いとのことだったが、どのようにすれ
ばわかるのか。

正確にはアイテム数が最も多いラベルが「ニホンカモシカ」でした。
ジャパンサーチの利活用スキーマを用いた以下のリンク先で結果をご確認いただけます。

（アイテム数が多いラベルの値トップ100を取得するクエリ）
https://jpsearch.go.jp/rdf/sparql/easy/?query=SELECT+DISTINCT+%3Flabel+count%28%3Flabel%29+as+%3Fcount
+WHERE+%7B%0D%0A++%3Fs+rdfs%3Alabel+%3Flabel+.%0D%0A%7D%0D%0AORDER+BY+desc%28%3Fcount%29%0D%
0ALIMIT+100

26
データベース構築支援のような取組
はないのか。

次のような資料が公開されています。
・「デジタルアーカイブの構築・共有・活用ガイドライン」（デジタルアーカイブの連携に関する関係省庁等連絡会・実
務者協議会、平成29年4月）<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_kyougikai/guideline.pdf>
　望ましいデジタルアーカイブの構築等に関する考え方を示しています。
・「我が国におけるデジタルアーカイブ推進の方向性」（同）
<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_kyougikai/houkokusho.pdf>
　デジタルアーカイブの優良事例を紹介しています。
・「第二次中間取りまとめ」（実務者検討委員会、平成31年4月）
<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/jitumusya/2018/torimatome2.pdf>
　最新のデジタルアーカイブの状況及びデジタルアーカイブを自己点検できるツールが紹介されています。
このほか、各分野・地域のつなぎ役において、データベース構築や資料デジタル化に関する研修の実施等の取組
を行っている場合があります。

27
各連携先は固定URLをどのように担
保しているのか。

各機関における固定URLの考え方、またその担保の方法はさまざまですが、ご参考まで、安定したURLを担保する
手法として、収蔵品管理時には個々のアイテムにユニークIDを付与し、データべース上でユニークIDを使用した
URLで参照できるようにすることが挙げられます。さらに、DOI（Digital Object Identifier）等の永続的識別子を付与
することで、URLが変更されても長期アクセスを保証することができます。
（参考）
「デジタルアーカイブの構築・共有・活用ガイドライン」（デジタルアーカイブの連携に関する関係省庁等連絡会・実
務者協議会、平成29年4月）<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_kyougikai/guideline.pdf>
pp.11-12,20-21

28 利用講習会などの予定はあるか。
現在のところ、利用講習会は予定しておりませんが、具体的な研修会等を御検討でしたら、ジャパンサーチのお問
合せフォーム<https://jpsearch.go.jp/contact>からおたずねください。日程等条件が合えば、個別に対応できる場
合があります。

29
既存の「ギャラリー」に情報提供した
いが、どうすればよいか。

ジャパンサーチの「お問合せフォーム」<https://jpsearch.go.jp/contact>に情報をお寄せください。参考にさせてい
ただきます。

利活用について

著作権関係（承前）

その他、全体に係る質問
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質問 回答

30

（東京国立博物館　村田氏への質問）
国立博物館において、所蔵作品デー
タ以外のジャパンサーチとの連携は
いつになるのか。

今後検討いたしますが、時期等については未定です。

31

（国立公文書館　平野氏への質問）
国立公文書館において、公文書と古
文書とどちらを優先してデジタル化を
進めているのか。公文書で部分公開
又は要審査の場合の画像やサムネ
イルの公開はどのように考えている
か。

所蔵資料のデジタル化に際しては、保存の観点から利用に供することにより原本の破損又は汚損を生じるおそれ
があるため利用制限を行っている資料に加え、利用促進の観点から利用頻度の高い資料を優先しています。上記
の点から近年は「内閣文庫」を中心とする古書・古文書のデジタル化を積極的に進めており、例えば、過去3年間
に実施したデジタル化では、資料（冊数ベース）の約98％を占めている状況です。
デジタル画像公開の対象となるのは、原則として原本の利用制限区分が「公開」となっている資料であり、「部分公
開」や「要審査」となっている資料のデジタル画像やそのサムネイルを公開することはありません。なお、国立公文
書館デジタルアーカイブでは、全ての公開資料にサムネイルを付している状態ではありません。現在サムネイルを
公開しているのは、日本国憲法等の代表的な公文書や、重要文化財等に限っています。

その他、個別の機関への質問　　　※以上は国立国会図書館が、以下は質問先の各氏が回答

32

（国立新美術館　室屋氏への質問）
平成30年改正著作権法により、美術
館が所蔵作品のサムネイルをウェブ
公開することが可能になったが、国立
美術館において、どう対応しようとし
ているのか。

所蔵作品のサムネイルの公開については、現在、検討を行っているところです。
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