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1 データ提供1.デ タ提供

(1)データ提供とは(1)デ タ提供とは

(2)データ提供の流れ

(3)データ提供フォーマット

(4)フォーマットの変換ミス(4)フォ マットの変換ミス

(5)データ送付方法

(6)定常作業

(7)データの提供頻度(7)デ タの提供頻度



1.データ提供

デ(1)データ提供とは
都道府県立・政令市図書館の所蔵資料（和図書）の都道府県立 政令市図書館の所蔵資料（和図書）の

書誌データを所定のフォーマットに変換してシステム
に登録することに登録すること

■対象■対象

都道府県立・政令市図書館の所蔵する和図書



1.データ提供

(2)デ タ提供の流れ(2)データ提供の流れ

参加館書誌 総合目録DB
参加館書誌

フォーマット変換

総合目録DB

各図書館システム 総合目録共通
のフォーマット フォーマット

フォーマット変換

各図書館システムのフ マ トから各図書館システムのフォーマットから

総合目録共通フォーマットへの変換総合目録共通フォ マット の変換



1.データ提供

デ(3)データ提供フォーマット
■総合目録共通フォーマット総 録 通

JAPAN/MARCに準拠した構造・項目

構成構成
● 書誌データ

識別ブロ ク・ 識別ブロック
・ 記述ブロック
・ アクセス・ポイント・ブロックアクセス ポイント ブロック
・ その他のブロック

● 所蔵ローカルデータ
※ フォーマットの版：第２版(H10～)、第３版(H16～)

<htt :// k dl j /i f ht l#f t><http://somoku.ndl.go.jp/info.html#format>



1.データ提供

(4)フォーマットの変換ミス

変換ミスの例
– 13桁のISBNが13桁で抽出されていない

[010A][001][978 4 540 070] 正しくは13桁[010A][001][978-4-540-070] ←正しくは13桁

– MARC番号種別の指定間違い
[090A][001][JLA] ←正しくはJP[090A][001][JLA] ←正しくはJP

[090B][001][78024685]

– 刊行年の変換間違い
[100A][001][    [198      ](半角)  ←正しくは1983

[270D][001][[１９８３]](全角)

– アクセスポイント未収録アクセスポイント未収録
基本書誌番号 12060344 ←551B（タイトル）が未収

録



1.データ提供

(5)データ送付方法- FTP転送方式-

■FTP転送方式■FTP転送方式
① １日に複数ファイルの送付が可能

② 転送されたデ タは PM10:00に取り込み② 転送されたデータは、PM10:00に取り込み

③ 取り込んだタイミングで、ゆにかねっとから
メール通知

データ提供館

FTP転送
総合目録DB

（送って頂く）

参照:マニュアル別綴 P.29, 34



1.データ提供

(5)データ送付方法 http-get方式

■ htt g t方式■ http-get方式
① １日に転送できるのは１ファイル

(管理機能から転送予約)

② PM10:00にデータを取得し、システムに取り込み

③ 取り込んだタイミングで、ゆにかねっとからメール通
知

h

データ提供館

総合目録DB

（取りに行く。）

http-get

参照:マニュアル別綴 P.29, 34



1.データ提供

(6)定常作業

各図書館の以下の更新データを定期的に送付各図書館の以下の更新デ タを定期的に送付

・新規に受け入れた資料

・書誌情報を変更した資料

・廃棄した 除籍した資料・廃棄した、除籍した資料

参照:マニュアル別綴 P33～3９



1. データ提供

(7)データの提供頻度

週2回以上 2 4%
年1回以下, 1.2%

各図書館のデータ更新頻度（2008年）
週2回以上, 2.4%

年数回 15 3%
週2回以上

週1回～, 9.2%

月2回 11 2%

年数回～, 15.3% 週1回～
月2回～
月1回～

月2回～, 11.2%

月1回～, 11.2%

年数回～
年1回以下



2 初期データ登録と全件入替2. 初期デ タ登録と全件入替
(1)概要(1)概要

(2)初期登録（新規提供）

(3)全件入替

(4)全件登録の流れ(4)全件登録の流れ



2.初期データ登録と全件入替

(1)概要

デ■初期データ登録
和図書の書誌データを参加館の図書館システ和図書の書誌デ タを参加館の図書館システ
ムから全件抽出し、登録すること

■全件入替
総 ムに登録され た書誌デ タ全総目システムに登録されていた書誌データ全
件を削除して、新たに全件登録

送 前後 館 が※送付前後に当館との調整が必要



2.初期データ登録と全件入替

（ ）(2)初期登録（新規提供）

和図書の書誌データを参加館の図書館システム

から全件抽出し、登録することから全件抽出し、登録すること

参照:マニュアル別綴 4章



2.初期データ登録と全件入替

全
総目システムに登録されていた書誌データ全件を削

(3)全件入替 その１
総目システムに登録されていた書誌デ タ全件を削
除して、新たに全件登録

※初期登録とは手順が若干異なる(FTPかhttp-getで転送)※初期登録とは手順が若干異なる(FTPかhttp getで転送)

全件入替が必要となる場合
図書館システムの更新で、タイトルコードなどの

書誌ＩＤの番号体系の変更がある場合など書誌ＩＤの番号体系の変更がある場合など

※ゆにかねっとでの参加館書誌データの管理
⇒各書誌データのコントロール番号（タイトルコードなどの一意の
番号）をキーにして管理

参照:マニュアル別綴 5章



2.初期データ登録と全件入替

全(3)全件入替 その２

システムリプレースでタイトルコードなシステムリプレ スでタイトルコ ドな
どの書誌ＩＤの番号体系の変更がある場合
など 大規模な書誌データの変更がある場など、大規模な書誌データの変更がある場
合はNDL総目担当者に事前にご相談くださ
いい。

参照:マニュアル別綴 5章



2.初期データ登録と全件入替

全(4)全件登録の流れ
新規登録・全件入替時の全件登録の流れ新規登録 全件入替時の全件登録の流れ

① サンプル書誌データの抽出・検証
抽出デ タの共通フ マ トへの変換 送付（提供館側）・抽出データの共通フォーマットへの変換・送付（提供館側）

・送付されたデータの検証（国会図書館側）

② 全件書誌デ タの抽出 検証② 全件書誌データの抽出・検証
・①と同様の作業
・問題なければデータ登録開始

③ 差分更新データの抽出・検証
・①と同様の作業・①と同様の作業

④ 差分更新データ転送テスト④

参照:マニュアル別綴 P23



3 同定処理3.同定処理
(1)概要( )概要

(2)比較処理

(3)機械同定処理の欠点(3)機械同定処理の欠点

(4)スケジュール(4)スケジュ ル

(5)データの送付から処理まで



3. 同定処理

(1)概要

比較処理

ない
基本
書誌

基本
書誌

同じ資料が？参加館書誌 比較処理

あ
参加館

書誌

参加館

同じ資料が？

あ
る

参加館
書誌

参加館
書誌

書誌データの統合

比較処理をして、比較処理をして、

・同じ書誌がない 基本書誌として登録

・同じ書誌がある 基本書誌に関連付けをして登録同じ書誌がある 基本書誌に関連付けをして登録
※全国書誌のレコードは必ず基本書誌となる



3. 同定処理

■書誌データ中の下記データ項目を同定キーにして
比較（同定処理 チ ト）

(2)比較処理

比較（同定処理フローチャート）
http://somoku.ndl.go.jp/info_argo.html

ユニークキーマッチング
①JP番号 ② MARC番号 ③ ISBN 出版年 巻①JP番号 ② MARC番号 ③ ISBN・出版年・巻

文字列マッチング文字列マッチング
④ 書名・出版者・その他項目の組み合わせ

■同定された書誌が持つ別のMARC番号も同定
キ とし 後発の書誌と比較キーとし、後発の書誌と比較



3. 同定処理

■ 書誌割れ

(3)機械同定処理の欠点

■ 書誌割れ
(a)各データ提供館の書誌データ作成ルールの違いにより
発生(商用MARCからのコピーカタロギング分を含む)発生(商用MARCからのコピ カタロギング分を含む)
書誌割れの発生例：
国会図書館： 京都へでかけよう. ２００９ （昭文社）
他の図書館： 京都へでかけよう. ’０９ （昭文社）

■誤同定■誤同定
発生した場合に、発見が難しい

（システムは自動的に登録）（システムは自動的に登録）



3. 同定処理

(4) スケジュール
■同定処理■同定処理
① PM8:00から処理を開始

(原則的にはデータ転送の翌日)
② 定められた図書館順に処理
※ 各図書館ごとに処理できるファイルは1日1ファイル
※ 1フ イルの上限(20 000件)※ 1ファイルの上限(20,000件)
※ 1日に処理できる総件数には上限(150,000件)

■処理結果のメール通知
① 処理が終了したタイミングでメール通知① 処理が終了したタイミングでメ ル通知
② 通知内容は、エラーの有無・データの内訳（新規
登録・更新・削除）など

参照: マニュアル別綴 P36



3. 同定処理

(5)データの送付から処理まで
データ受信(FTP) データ取込(FTP) 同定処理

9/2 9/3 9/49/1

データ受信(FTP) データ取込(FTP) 同定処理

データ①

データ③

データ②

デ タ③

データ④

22:00 22:00 20:00 20:00

データ取込(http-get)転送予約(http-get)



4 書誌データの削除4.書誌デ タの削除

(1)書誌デ タの削除とは(1)書誌データの削除とは

(2)差分更新によるデータ削除

(3)全件削除/全件入替

(4)1件単位の書誌データ削除(4)1件単位の書誌データ削除



4.書誌データの削除

な 書誌デ 削除

(1)書誌データの削除とは

■基本書誌になっている書誌データの削除
・参加館の指定した書誌が削除される。

・再度同定処理が行われ、他の参加館書誌が基本書誌再度同定処理が行われ、他の参加館書誌が基本書誌
となる。

■（基本書誌ではない）参加館書誌の削除

・参加館の指定した書誌が削除され ゆにかねっと書参加館の指定した書誌が削除され、ゆにかねっと書
誌画面の所蔵館情報から図書館名が削除されます。



4.書誌データの削除

参加館 除籍 た資料

(2)差分更新によるデータ削除

参加館で除籍した資料

差分更新データとして除籍情報が送付され
る 差分更新時に参加館が除籍した書誌る。差分更新時に参加館が除籍した書誌
データが総合目録ＤＢから削除される。



4.書誌データの削除

総目システムDBに登録されていると当該館

(3)全件削除/全件入替

総目システムDBに登録されていると当該館
の書誌データ全件を削除して、新たに全件
登録登録

■全件入替が必要となる場合■全件入替が必要となる場合
図書館システムの更新で、タイトルコードなど

書誌ＩＤ体系の変更がある場合など書誌ＩＤ体系の変更がある場合など

※ゆにかね とでの参加館書誌デ タの管理※ゆにかねっとでの参加館書誌データの管理

⇒各書誌データのコントロール番号（タイトルコードな
どの一意の番号）をキーにして管理

参照:マニュアル別綴 5章

どの 意の番号）をキ にして管理



4.書誌データの削除

管理機能ログイン

(4)1件単位の書誌データ削除

管理機能ログイン

オンライン書誌削除

・基本書誌番号

コントロ ル番号・コントロール番号

で書誌を指定

非公開措置等で、至急削除が必要な場合などに非公開措置等で、至急削除が必要な場合などに

参照:  マニュアル別綴P50～54



5 メール通知と日々の確認点5.メ ル通知と日々の確認点
(1)メール通知(1)メ ル通知

(2)日々の確認点

(3)データ提供に関する技術的な相談



5. メール通知と日々の確認点

(1)メール通知

ゆにかねっと
データ提供館 ②処理結果の通知

同定処理
①デ タ

参加館
書誌データ

①データ
受領通知

図書館システ 基本
書誌

参加館
書誌

参加館
書誌

書誌データ フォーマット変換

書誌デ タ
ム

デ タ送付

書誌

書誌 書誌

データ抽出

データ送付

参照:マニュアル別綴 P33～39



5 メール通知と日々の確認点

(2)日々の確認点
■データ送付について■データ送付について
・ メール通知の確認(送付した日: PM10:00)

■更新処理について
・ 更新処理結果メール通知の確認

（データが処理されるのは送付した翌日以降）（デ タ 処理される は送付 た翌 以降）

メール通知は、同じものがNDLの総合目録ネッメ ル通知は、同じものがNDLの総合目録ネッ
トワーク担当にも届き、日々確認を行っています。
不明な点はお気軽にお問合せください。不明な点 気軽 問 く 。

参照:マニュアル別綴 P33～39



5 メール通知と日々の確認点

(3)データ提供に関する技術的な相談

データ提供館担当者、図書館システム担
当、SE、NDL総目担当者の３者でやりとり当、SE、NDL総目担当者の３者でやりとり
させていただいて構いません。

お気軽にご相談ください。



ご静聴ありがとうございましたご静聴ありがとうございました。

国立国会図書館関西館

図書館協力課図書館協力課

安藤 一博


