
 

電子ブック等のメタデータの体系的な整備のための調査・検討 

電子リソースデータ共有作業部会 電子ブック班では、2018 年度、電子ブック等のメタ
データの体系的な整備のための調査・検討をおこなった。 

1. 背景・意義

 電子リソースデータ共有作業部会においては、統合的発見環境の実現に向けた電子リソ

ース管理・提供基盤の形成をその目的としている。 

 ERDB-JPでは、国内の電子ジャーナルのメタデータ整備とディスカバリーサービスなど

で発見可能にするために効率的な共有と流通のための環境整備を推進しているが、電子ブ

ックについてはメタデータの整備を含め不十分である。このため、国内で整備されつつある

電子リソースの一つである電子ブックを多様な環境で発見し、国内外から十分に利用する

ことが困難な状況にある。 

 このような現状から、電子ブックのメタデータについても効率的な共有と流通を推進し、

統合的発見環境を実現するため、その書誌フォーマットやデータ交換形式についての検討

と実際の運用モデルを設計、構築することを電子リソースデータ共有作業部会における今

年度の活動計画とした。 

（参照）2018年度活動計画（抜粋） 

「電子ブックに関して、そのメタデータの効率的な共有と流通を推進するために、その書

誌フォーマットやデータ交換形式について検討し、実際の運用モデルを設計、構築す

る。」 

「（これをふまえ）現行の ERDB-JPにおけるジャーナル以外のコンテンツについて、適

切な扱い方を検討する。」 

2. 活動の概要

(1) 当班で検討すべき「電子ブック」およびその置かれた環境について確認し、調査・検

討対象を整理する。

(2) トピックを定めて調査・検討をおこない、「電子ブック等のメタデータの体系的な整

備」の準備とする。
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3. 検討対象の整理

3.1. 検討対象とする電子ブックの全体像 

・ 

◎印：当面の検討対象

3.2. 当面の検討方針 

当班では当面以下の方針で調査・検討をおこなうこととする。 

(1) 電子ブックのメタデータのあり方について検討する。

(2) 大学・学協会・デジタルアーカイブのほうから取りかかる。

(3) 当面、ERDB-JP拡張を念頭に検討する。

(4) 提供先としてWSD（ウェブスケールディスカバリー）を想定する。

①コンテンツ＆生産者

契約もの－機関向け 

契約もの－個人向け 

◎大学等－OA

◎大学等－契約もの

◎学協会等－OA

◎学協会等－契約

◎デジタルアーカイブ－OA

openBD－書誌・書影等 

NDLサーチ－書誌・書影等 

②メタデータ

（3.3「検討すべきメタデータ

のあり方」を参照） 

③プラットフォーム

◎ERDB-JPを拡張

Book版 ERDB-JPを構築 

Almaのコミュニティゾーン 

Alma-D（？） 

OCLC-CBS（？） 

④提供先

◎WSD

ナレッジベース

リンクリゾルバ

図書館 OPAC 

CiNiiBooks 

Google 



 

3.3. 検討すべきメタデータのあり方 

・メタデータレコードのフォーマット ・メタデータの種類

MARC21 タイトル、著者…等の一般的書誌データ

URL JP-COAR 

BIBFRAME 紙版の ISBN/NCID 

書影（OAの PDF書影含む） 

・メタデータレコードのレベル アブストラクト

KBARTレベル 目次情報（章等） 

MARCレベルド 内容著作（収録論文等） 

それ以上（マイクロコンテンツ／本文） 内容著作の持つメタデータ（著者等） 

本文・コンテンツ 

・メタデータレコードの粒度

チャプターレベル ・メタデータの表記等

（入れ子構造？マイクロコンテンツ扱

い？） 

ヨミ

ローマ字

英訳 

・メタデータレコードの精粗レベル

・データの必須レベル

4. 調査・検討結果の概要

当班では今年度、特に以下のトピックについて調査・検討をおこなった。 

(1) 主に海外ユーザの利用行動とニーズについて

(2) WSD（Web Scale Discovery）向けのメタデータのあり方について

(3) 国立国会図書館におけるメタデータ設計について

(4) メタデータフォーマットの適用性について

4.1. 海外ユーザの利用行動とニーズ 

 WSD等の学術・教育上有効な国際的ツールにおいて日本製電子リソースの可視化に失敗

している現状は憂慮すべきである。例えば「日本美術の資料に関わる情報発信力の向上のた

めの課題解決についての提案」（JALプロジェクト 2016「海外日本美術資料専門家（司書）

の招へい・研修・交流事業」実行委員会, 2017.3）では、海外ユーザを対象者として認識す

ること、日本離れの傾向を認識すること、国際的なレベルでのデータベース構築やコンテン

ツ発信等が提言されている。

海外ユーザの情報探索の実態やニーズをまとめると以下の通り。



 

(1) 国際性と言語・表記

A) 対象資料が日本語でも、英語・ローマ字を頼りに情報探索する。

B) サムネイル等の視覚的な情報があることで、言葉の壁をのりこえやすい。

C) 研究対象や探索する資料が「日本だけ」でなく「東アジア全体」である。英語

だけでなく中・韓のデータやUIも考慮すべき。

(2) 電子ブックの利用動向とメタデータ

A) メタデータがリッチであれば（コンテンツなしでも）有用なツールたり得る。

B) 章レベルのメタデータを求める。（米国の学生は章レベルでの電子書籍閲覧・ア

クセスを好む）

C) 電子リソースのプラットフォームを文献探索の主な場所とするユーザのため、

DDA 対応のフォーマットや、発見されやすいリッチなメタデータが必要であ

る。

(3) 可視化・発見可能性

A) Googleなどのサーチエンジンで探すユーザのため、サーチエンジン等に捕捉・

採用され、適合度が上がりやすいレコードの整備が必要である。

B) 日本のポータルサイトをわざわざ訪れる海外ユーザは限られる。海外のプラッ

トフォームや WSD 等で英語で検索したいユーザのため、データを外部に積極

的に送り出し孤立させることなく外部連携を進めるべき。 

C) 他のデータベース類とのリンク・連携を求めるユーザのため、冊子体NCIDと

の相互リンク、NDL・国文研等の代表的な総合目録 DB・典拠 DB の ID の入

力欄が必要である。

4.2. WSD（Web Scale Discovery）向けのメタデータのあり方 

 近年、WSDは国内外において多くの大学図書館において受け入れられる存在となってお

り、図書館において学術情報を求める利用者にとって、検索ツールとしての重要性が高まっ

ている。とくに初学者にとっては、図書館が提供するさまざまな情報資源を形態等の別なく、

「紙」から「電子」まで、網羅的に検索できることから、目的の情報を「発見」することの

できる手段として、訴求力の高い存在となっている。 

 WSDにおけるメタデータに関しては、さまざまな図書館情報資源を検索対象とすること

ができるという特性から、各ベンダー製品とも自由度が高く設定されており、マッピングを

通じて、さまざまなフォーマットのメタデータを取り込むことができる状況となっている。

とくに海外のさまざまな書誌・目録データベースや OPAC等で活用されているMARC21形

式のフォーマットに関しては、各ベンダーとも実績を豊富に有しており、たとえば Ex Libris

の Primoの場合には、MARC21形式のメタデータを取り込む際に必要となる、マッピング

用のテンプレートをウェブ上で公開している。 



 

 一方で、図書館情報資源のメタデータに関しては、近年 RDA や BIBFRAME などの新た
な概念モデルへの対応が迫られている状況にある。現状の WSD においては、このような概
念モデルへの対応が十分になされているとはいい難い側面もあるが、時間の経過と共にそ

の必要性が高まることで、これらモデルへの対応は自然と進展していくと考えるべきであ

ろう。それゆえ、電子ブックのメタデータ設計においても、この点は十分に考慮することが

望ましい。 

 とはいえ、それは電子ブックのメタデータの設計に、多大な制限をかける要素とはなりえ

ない。WSD の現況を鑑みるに、かかるメタデータ設計については、総じて一定の自由度が
担保されていると見るべきであろう。 

4.3. 国立国会図書館におけるメタデータ設計 

国立国会図書館デジタルコレクションや NDL サーチで利用されている「国立国会図書
館ダブリンコアメタデータ記述（DC-NDL）」は、現在は、「インターネット上に存在する

情報資源等の組織化・利用提供のための、メタデータ記述要素および記述規則」とされて

いる。 

ところが、DC-NDL のメタデータ設計をおこなったのは、収集書誌部であり、作成時に
範疇とした対象は、冊子体である 

① 納本制度の対象となるもの

② ゆにかネット（国立国会図書館総合目録ネットワーク）のデータ

であり、③電子ブックや④デジタルアーカイブ資料（PORTAで扱われていた資料）は、

そもそも、DC-NDLのメタデータ設計の検討対象には、はいっていなかった。 

PORTAのメタデータは、DCNDL_PORTAであり、対象は、④デジタルアーカイブ資

料だったが、NDLサーチに吸収時に、メタデータも DC-NDLに吸収されたが、NDLサ

ーチ吸収時に、DC-NDLでは、記述（吸収）できない要素が多々あることになり、どうし

てもダムダウンできなかった部分が DCNDL_PORTAでの記述として残っている。 

なお、PORTA、DCNDL_PORTAについては、国立国会図書館のWebページから一切

削除され、参照することはできなくなっている。 

また、③電子ブックについては、国立国会図書館の納本制度の範疇外なこともあり、今

後も電子ブックのメタデータは検討されない見込みである。④デジタルアーカイブ資料

は、別途、ジャパンサーチで（も）扱われる見込みで、意識しておく必要はある。が、メ

タデータのリッチ化という視点は希薄で、我々とは課題や目的が違う。

4.4. メタデータフォーマットの適用性 

今後取り扱うメタデータレコードの粒度をチャプターレベルとする前提で、メタデータ

フォーマットについて検討を行った。

現在 ERDB-JPで利用している KBARTは ISBNレベルの記述を想定しており、チャプ



ターレベルの記述は想定されていない。また、現在のNACSIS-CATのレコードや各ベン

ダーで提供されている既存の電子ブックのメタデータは、冊子体同様に図書全体を表した

ものである。 

ERDB-JPにおいてチャプターレベルで記述されたメタデータを作成した場合、WSDな

どの多様な発見環境からの利用においては、図書全体を表すメタデータを発見した後にチ

ャプターレベルのメタデータを参照する、あるいはその逆といったユースケースが考えら

れる。ここで、相互に参照する必要が生じることから、図書全体とチャプターレベルのメ

タデータを相互にリンクする手段が必要となる。

これを実現するため、相互の関係を表現するプロパティによりメタデータに記述するこ

とを提案したい。例えば、JPCOARスキーマではプロパティ jpcoar:relation によりチャ

プターレベルで記述されたリソースから図書全体を表すリソースを記述できるほか、

BIBFRAMEではプロパティ hasPart および partOf でリソース間の関係を記述するこ

とができる。 

 KBARTは当然であるがこのような相互の関係を記述する手段を持たないため、独自に

拡張が必要となる。また、この独自の拡張をWSDなどの発見環境で適切に利用できるよ

うにするための記述規則や使用するプロパティの検討が必要であるほか、記述を行ったメ

タデータがWSDなどでどのように表示されるか、検証を行う必要がある。

5. 今後の課題と必要となる活動

海外ユーザの行動やニーズの調査から、日本製電子リソースの可視化に失敗している現

状がより明確となり、電子ブックを含めた電子リソースの可視化に向けた取り組みの重要

性が再認識された。 

当面は、国内外のユーザが共通的に使用する検索環境として、Google などの検索エンジ

ンとWSDの両面を考慮する必要がある。また、電子リソースの可視化に向けて以下のよう

な事項があると考える。 

(1) メタデータフォーマットの検討

A) メタデータ相互のリンクに関する項目（関連する他のリソースの ID や章など、

相互の関係を表すもの）

B) 表現や検索性の向上に関する項目（サムネイル、英語、ローマ字など他の記述形

式に関するもの）

(2) WSD等との連携に関する検証

A) 表示、インデックス項目に関する検証

B) データのインポートに関する検証

(3) 入力システムに関する検討

(1)のうちメタデータ相互のリンクに関する項目については、まずは現在使用している



KBART に対してどのような拡張が施せるかを検討したい。また、JPCOAR スキーマなど、
他のメタデータフォーマットの流用や連携も併せて検討したい。表現や検索性の向上に関

する項目についても同様であるが、WSD 等でどのような項目が表示できるか、Google など
でどのようなメタデータ項目が必要とされ、また表示の際に重視しているかなどを把握し

つつ検討を進めたい。メタデータ記述の検討にあたっては、Library of Congress が策定し
た「Provider-Neutral E-Monograph MARC Record Guide」のような、同一の電子リソー

スについてはプロバイダ毎に別書誌レコードとせずに同一書誌にするなどの取り組みを参

考としたい。 

(2)については、すでにNACSIS-CAT のNCID やNDL 書誌 ID を入力する項目を ERDB-

JP では拡張しており、これらの項目により現状で WSD 等からどのように見えているか、
また可視性を検証しつつ、(1)で行った拡張とその内容を検証したい。例えば、すでに CiNii 

Books では ERDB-JP のメタデータを利用して電子リソースへのリンクを行っているが、
この効果を検証し改善を行うことも必要であろう。また、精緻なメタデータを構築しても

WSD 等で利用できなければ効果は期待できず、WSD 等にどのようにインポートできるか、
対応の可否を含め検証を行う必要がある。 

これらの検討・検証と平行して、入力システムもあわせて検討する必要がある。メタデー

タ項目が拡張されれば、当然に現在の ERDB-JP で使用しているシステムを改修する必要
があるが、WSD では MARC21 によるインポートに対応していることが多いこと、また既
存の図書館システム等、ERDB-JP の参加館が日常の目録業務で使用しているシステムとの
連携やデータの流用等についても、将来的には検討すべき課題であると考える。 

6. 参考文献一覧

（海外ユーザの利用行動とニーズ） 

(1) JALプロジェクト 2016「海外日本美術資料専門家（司書）の招へい・研修・交流

事業」実行委員会. 「日本美術の資料に関わる情報発信力の向上のための課題解決

についての提案」. 2017.3.31. http://www.momat.go.jp/am/wp-

content/uploads/sites/3/2017/04/J2016_520.pdf. (2018.11.1アクセス).

(2) Fuse Rie. 「What are "Japanese Studies Resources" for Finnish Students

Learning Japanese?」. EAJRS2018カウナス大会で発表. 2018.9.13.

(3) 井原英恵. 「国際社会の中での日本のデジタルアーカイブ：新日本古典籍総合デー

タベースの海外ユーザー調査から」. 日本図書館研究会情報組織化研究グループで

発表. 2018.6.23. http://josoken.digick.jp/meeting/2018/201806.html. (2018.11.1 ア

クセス）

(4) グッド長橋広行,グッド和代. 「米国大学図書館における電子書籍サービス」. 『情

報の科学と技術』. 67(1), 2017, p.19-24. https://doi.org/10.18919/jkg.67.1_19.



 

(2018.11.1アクセス）. 

(5) 江上敏哲. 海外における日本研究と図書館 : 概観および近年の動向・課題と展望.

情報の科学と技術. 2017, 67(6), p.284-289. http://doi.org/10.18919/jkg.67.6_284.

(2018.11.1アクセス).

（WSD向けのメタデータのあり方） 

(6) 「Generic MARC 21」（Mapping to the Normalized Record）. Ex Libris

Knowledge Center.

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product_Documentation/Technical_G

uide/160Mapping_to_the_Normalized_Record/010Generic_MARC_21. (2019.1.10

アクセス).

（国立国会図書館におけるメタデータ設計） 

(7) 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. 「第一次中

間取りまとめ」. 2018.4.

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/jitumusya/201

7/torimatome.pdf. (2019.1.10アクセス).

(8) 「ジャパンサーチ（仮称）利活用フォーマット」. 国立国会図書館.

http://www.ndl.go.jp/jp/dlib/standards/jpsformat.html.

(9) (2019.1.10アクセス).

（メタデータフォーマットの適用性）

(10) Richard Kaplan. 『Building and managing e-book collections : a how-to-do-it

manual for librarians』. Facet, 2012.

(11) Becky Culbertson 他. 「Provider-Neutral E-Monograph MARC Record

Guide」. Program for Cooperative Cataloging, 2009-.

http://www.loc.gov/aba/pcc/bibco/documents/PN-Guide.pdf. (2019.1.10アクセス).

7. 電子ブック班メンバー

飯野 勝則 佛教大学図書館専門員 

江上 敏哲 国際日本文化研究センター情報管理施設資料課資料利用係 

川畑 卓也 奈良県立図書情報館 

林  賢紀 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター企画連携部情報広報室情 

報管理科情報管理係 


	4-1-A1S_電子リソース管理のモデルワークフロー.pdf
	4-1_電子リソースデータ共有作業部会活動報告_両面白黒.pdf



