
3. インターフェース名： OAI-PMH

(1) 概要
OAI-PMH（Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting）により、
本サービスが収集したメタデータを取得するためのインターフェース。

ハーベストリクエスト
（URL）
OAI-PMH

メタデータ（XML）

(2) 基本仕様
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotpcol.html
http://www.nii.ac.jp/irp/archive/translation/oai-pmh2.0/

OAI-PMHでは以下に示す6つの操作（verbと呼ぶ）によってリポジトリにアクセスする。
ここでいう「アイテム」とは１件のデータ（本サービスの場合では検索結果として表示される情報単位）のことを
意味する。

・ GetRecord 特定のアイテム1件のメタデータを取得する
・ identify リポジトリについての情報を取得する
・ ListIdentifiers 全アイテムの識別子を取得する
・ ListMetadataFormats サポートしているメタデータの形式を取得する
・ ListRecords 全アイテムのメタデータを取得する
・ ListSets サポートしているset（グループ：絞り込み条件）を取得する

(3) リポジトリ基本情報
リポジトリ基本情報として、Identifyリクエストに対する返却内容を記述する。

(4) サポートリクエストと引数
以下のサポートリクエストと引数をサポートする。

No.

1
2
3
4
5
6

◎：必須、○：任意（from、untilの期間は最大1年とする）
※from、untilの検索対象は「リソースのメタデータの最終更新日（B-03）」とする。

○
ListSets ○
ListRecords ◎ ◎ ○ ○

○
ListMetadataFormats ○
ListIdentifiers ◎ ◎ ○ ○
identify
GetRecord ◎ ◎

repositoryIdentifier リポジトリを一意に同定する名前 oai:kn.ndl.go.jp:震災ID
（具体的に検索できる震災IDを例に）

リクエスト 引数
identifier metadataPrefix from until set resumptionToken

earliestDatestamp リポジトリ内の変更、修正、削除を記録するすべての日
付スタンプの保証下限。
この日付より前の日付スタンプをもつアイテムは存在し
ない。

リポジトリの初期構築日ないし全面再構築日付
2011-04-04

deletedRecord リポジトリの削除済みレコードに対する処理法。 transient：削除についての情報を制限付で保持
　　　　　　　（一定日付以降のものに関して保
持）
※本システムにて削除されたレコードについて
は、”削除”として一定期間（運用による）内容を
保持したのち、物理的にレコードを削除する
※検索インデックスにて 「承認済み」以外(「承
認済み」から「削除待ち」や「承認待ち」に変更さ
れたもの)は「削除」の対象として、deleteRecord
を付与する

Granularity リポジトリがサポートする日付精度 YYYY-MM-DD

応答値

東日本大震災
アーカイブシ
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タグ名 内容

adminEmail リポジトリ管理者の電子メール hinagiku@ndl.go.jp
protocolVersion リポジトリがサポートするOAI-PMHのバージョン Version 2.0

repositoryName リポジトリ名 NDL The Great East Japan Earthquake Archive
baseURL リポジトリのベースURL http://kn.ndl.go.jp/api/oaipmh

クライアント
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(5) set
setは選択的ハーベストを実現するためにアイテムをグループ化する定義である。
特定の属性を持つアイテム群に関するメタデータのみを取得する際に利用されるものである。
本サービスにおけるsetは、「データベース」および「資料種別」とする。
setを指定した場合、当該の「データベース」および「資料種別」の情報のみが返戻される。
指定方法は以下のパターンとする。
1.　データベース名のみ

利用できるデータベース名は別紙「」を参照。データベースは1種類のみ指定可能とする。
例： 国立国会図書館所蔵

set=100002
2.　資料種別名のみ

利用できる資料種別名は以下のとおり。
例：文書資料

set=documents

3.　データベースおよび資料種別名
データベースと資料種別の区切り文字として「:」（コロン）を指定すること。また、資料種別は1種類のみ指定可能とする。
例：国立国会図書館所蔵かつ文書資料

set=100002:documents

(6) データの返却件数
ListIdentifiers、ListRecords、ListSets において一度に返戻されるデータの件数は200件である。
201件以降を取得したい場合には、200 件を取得した際に通知されるresumptionToken を指定してリクエストする。

(7) 返却形式
データの返戻形式はXML である。
スキーマ （metadataPrefix） はoai_dc とndlknのいずれかを選択することができる。
※メタデータフォーマット定義
No.

1 oai_dc http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
2 ndlkn http://kn.ndl.go.jp/static/metadata http://kn.ndl.go.jp/terms/

(8) identifier
OAI-PMH ではリポジトリ側のユニークなアイテム識別子をサービスプロバイダ側と授
受できる。これを利用して差分ハーベスト時にサービスプロバイダ側でデータの更新を行
うことなどができる（「（4）サポートリクエストと引数」でidentifier として記述したパラメタである）。
本サービスでは、このidentifier として震災ID を利用している
（本サービスの全メタデータに対して一意に付与されているID で、以下の構成である）。
oai:kn.ndl.go.jp:[震災ID]

(9) OAI-PMHのアクセス制限（要検討）
OAI-PMH のアクセスでは大量のデータ取得アクセスによって本サービスへの負荷が高くなることを避けるために、
以下のような制限を設ける。
ListRecords 及びListidentifier におけるfrom は必須である。
untilを指定しない場合、返戻期間はfromから365日とする。

名前空間 URIスキーマ・ロケーションフォーマット

other

set指定用資料種別名
documents
website
picture
audio-video音声・動画

その他

01
02
03
04
99

コード 資料種別名
文書資料
Webサイト
写真
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(10) リクエスト例
例1. Identify リクエスト

http://kn.ndl.go.jp/api/oaipmh?verb=Identify
例2. ListMetadataFormats リクエスト

http://kn.ndl.go.jp/api/oaipmh?verb=ListMetadataFormats
例3. ListIdentifiers リクエスト

http://kn.ndl.go.jp/api/oaipmh?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=oai_dc&from=2012-04-04
例4. ListRecords リクエスト

http://kn.ndl.go.jp/api/oaipmh?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&from=2012-04-04
例5. ListSets リクエスト

http://kn.ndl.go.jp/api/oaipmh?verb=ListSets
例6. GetRecord リクエスト

http://kn.ndl.go.jp/api/oaipmh?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:kn.ndl.go.jp:8a4922ad-402c-47b9-a29b-7fd8b7d3cd87

（見やすくするため、編集（改行））
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
  <responseDate>2013-02-27T03:02:18Z</responseDate>
  <request verb="GetRecord" identifier="oai:kn.ndl.go.jp:8a4922ad-402c-47b9-a29b-7fd8b7d3cd87" 
    metadataPrefix="oai_dc">http://kn.ndl.go.jp/api/oaipmh</request>
  <GetRecord xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
      xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <record>
      <header>
        <identifier>oai:kn.ndl.go.jp:8a4922ad-402c-47b9-a29b-7fd8b7d3cd87</identifier>
        <datestamp>2013-02-13</datestamp>
        <setSpec>200006:documents</setSpec>
      </header>
      <metadata>
        <dc:identifier>http://kn.ndl.go.jp/8a4922ad-402c-47b9-a29b-7fd8b7d3cd87</dc:identifier>
        <dc:title>消防防災年報</dc:title>
        <dc:publisher>宮城県</dc:publisher>
        <dc:subject>317</dc:subject>
        <dc:subject>317</dc:subject>
        <dc:subject>317</dc:subject>
        <dc:subject>317</dc:subject>
        <dc:description>コレクション種別:電子雑誌</dc:description>
        <dc:type>オンラインジャーナル</dc:type>
        <dc:source>http://www.pref.miyagi.jp/syoubou/nenpou.htm</dc:source>
        <dc:source>http://warp.da.ndl.go.jp/</dc:source>
        <dc:relation>http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3499426/</dc:relation>
        <dc:relation>http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283334/</dc:relation>
        <dc:relation>http://kn.ndl.go.jp/88f53931-1b8e-4969-96b7-79018df6d603</dc:relation>
        <dc:relation>http://kn.ndl.go.jp/8b77a7e8-72e7-4c72-aab3-24d213428be4</dc:relation>
        <dc:relation>http://warp.da.ndl.go.jp/waid/5607</dc:relation>
        <dc:description>年刊</dc:description>
        <dc:rights>S01P99U99</dc:rights>
        <dc:rights>S02P01U99</dc:rights>
      </metadata>
    </record>
  </GetRecord>
</OAI-PMH>
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