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全 国 遺 跡 報 告 総 覧 と Ci Nii B ook s の デ ー タ 連 携 開 始 の お 知 ら せ
１、全国遺跡報告総覧と CiNii Books の連携の概要
(１)機能公開
日 時：2016 年3 月23日（水）午後より公開
内 容：CiNii Books の検索結果画面から奈良文化財研究所の全国遺跡報告総覧に画面遷移し、収録す
る発掘調査報告書の PDF をダウンロードできるようになります。
ＵＲＬ（CiNii Books）：http://ci.nii.ac.jp/books/
ＵＲＬ（全国遺跡報告総覧）：http://sitereports.nabunken.go.jp/
(２)連携の概要
・全国遺跡報告総覧の書誌情報に国立情報学研究が運用している総合目録データベース NACSIS-CAT の
書誌レコード ID（NCID）を設定
・OAI-PMH（Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting ）というプロトコルを活用
し、全国遺跡報告総覧の書誌に関するメタデータ（NCID を含む）を連携
・全国遺跡報告総覧の書誌に関するメタデータをもとに CiNii Books にて当該書誌のリンクを表示
・2016 年 3 月時点で約 16,000 点の報告書の書誌データを連携

２、機能と期待される効果
・CiNii Books の図書検索結果からワンストップで発掘調査報告書の本文を閲覧できる環境に遷移

→冊子報告書の所蔵先の情報を知るのと同時に、報告書本文の閲覧が可能になります
・全国遺跡報告総覧の存在を知らない利用者も意識しないで、容易に本文にアクセス可能

→より手軽に発掘調査報告書を閲覧できる環境になります
【参考情報】
・全国遺跡報告総覧
「全国遺跡報告総覧」は、埋蔵文化財の発掘調査報告書を全文電子化して、インターネット上で検索・
閲覧できるようにした“電子書庫”です。「総覧」は、全国遺跡資料リポジトリ・プロジェクトによって構
築された遺跡資料リポジトリ・システムとコンテンツを国立文化財機構 奈良文化財研究所が引き継ぎ、運
用しているものです。
貴重な学術資料でありながら、流通範囲が限られ一般に利用しづらい報告書をインターネット上で公開
することで、必要とする人が誰でも手軽に調査・研究や教育に利用できる環境の構築を目指しています。
・CiNii Books
国立情報学研究所が運用する目録所在情報サービス(NACSIS-CAT)に蓄積されてきた全国の大学図書館等約
1,200 館が所蔵する，約 1,000 万件（のべ 1 億冊以上）の本の情報や， 約 150 万件の著者の情報を検索す
ることができます。※レコード件数は 2014 年 4 月 1 日時点の数です。
お問い合わせ先

奈良文化財研究所企画調整部
島根大学附属図書館

昌子

高田

℡ 0742-30-6754

℡ 0852-32-6088

Mail ytakata@nabunken.go.jp

Mail shoji@lib.shimane-u.ac.jp

画面サンプル

※公開前に変更になる可能性があります。

今回公開する機能。リンクを
クリックすると全国遺跡報告
総覧に移動
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北海道
厚沢部町

青森県
青森市

岩手県
（財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

宮城県
東北大学,県教育委員会,仙台市,石巻市,白石市,多賀城市,岩沼市,栗原市,蔵王町,
村田町,松島町,七ヶ浜町,涌谷町,美里町

秋田県
県教育委員会,秋田市

山形県
山形大学,県教育委員会,埋蔵文化財センター,山形市,米沢市,長井市,天童市,尾花
沢市,山辺町,河北町,大江町,金山町,真室川町,川西町,庄内町,遊佐町

茨城県
筑波大学,財団法人茨城県教育財団,土浦市,笠間市,常陸大宮市,筑西市,稲敷市,行
方市,城里町,美浦村,八千代町

群馬県
前橋市

埼玉県
熊谷市,深谷市

富山県
富山大学,県教育委員会,富山市,高岡市,魚津市,氷見市,滑川市,砺波市,小矢部市,
南砺市,射水市,舟橋村,上市町,立山町,入善町,朝日町

石川県
野々市市

山梨県

山梨大学,昭和女子大学,帝京大学,県教育委員会,山梨県埋蔵文化財センター,山梨
県立博物館,甲府市,富士吉田市,都留市,山梨市,大月市,韮崎市,南アルプス市,北
杜市,甲斐市,笛吹市,上野原市,甲州市,中央市,市川三郷町,身延町,富士川町,昭和
町,忍野村,富士河口湖町

長野県
國學院大學,県教育委員会,長野県埋蔵文化財センター,長野県歴史館,長野市,松本
市,上田市,岡谷市,飯田市,諏訪市,須坂市,小諸市,伊那市,駒ヶ根市,中野市,大町
市,飯山市,茅野市,塩尻市,佐久市,千曲市,東御市,安曇野市,小海町,川上村,北相
木村,佐久穂町,御代田町,立科町,長和町,下諏訪町,富士見町,原村,辰野町,箕輪
町,飯島町,南箕輪村,中川村,宮田村,高森町,阿南町,阿智村,根羽村,喬木村,上松
町,南木曽町,木祖村,大桑村,木曽町,生坂村,山形村,朝日村,筑北村,池田町,白馬
村,坂城町,小布施町,高山村,山ノ内町,木島平村,野沢温泉村,信濃町,小川村,飯綱
町

岐阜県
岐阜県文化財保護センター,飛騨市,下呂市

静岡県
静岡県埋蔵文化財センター,浜松市,熱海市,磐田市,伊豆の国市

愛知県
愛知県埋蔵文化財センター,東海市

滋賀県
県教育委員会,彦根市

大阪府
大阪大学,府教育委員会,大阪市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,茨木市,
八尾市,八尾財団,河内長野市,泉南市,阪南市,島本町,豊能町,能勢町,田尻町,河南
町

兵庫県
神戸大学,県教育委員会,神戸市,加古川市

奈良県
奈良女子大学,奈良市,大和郡山市,天理市,橿原市,御所市,生駒市,香芝市,宇陀市,
田原本町,王寺町,広陵町,河合町,大淀町,元興寺文化財研究所,奈良文化財研究所

鳥取県
県教育委員会,公益財団法人鳥取県教育文化財団,鳥取市,公益財団法人鳥取市文化
財団,一般財団法人 米子市文化財団,倉吉市,岩美町,八頭町,三朝町,北栄町

島根県
島根大学,県教育庁,松江市,浜田市,出雲市,益田市,大田市,安来市,江津市,雲南
市,奥出雲町,邑南町,津和野町,吉賀町,隠岐の島町

岡山県
岡山大学,県教育委員会,岡山市,倉敷市,津山市,玉野市,笠岡市,総社市,高梁市,備
前市,瀬戸内市,赤磐市,真庭市,美作市,浅口市,里庄町,矢掛町,鏡野町,勝央町

広島県
広島大学,広島市

山口県
山口大学,美祢市,周南市

徳島県
徳島大学,県教育委員会,徳島市教育委員会,名東遺跡発掘調査委員会,徳島市埋蔵
文化財発掘調査委員会

香川県
香川大学,県教育委員会,高松市,丸亀市,坂出市,善通寺市,観音寺市,さぬき市,東
かがわ市,三豊市,三木町,多度津町,まんのう町

愛媛県
愛媛大学,松山市

高知県
高知大学,県教育委員会,高知市,安芸市,南国市,土佐国分寺,土佐市,宿毛市,土佐
清水市,四万十市,香南市,香美市,公益財団法人龍河洞保存会,奈半利町,本山町,土
佐町,いの町,中土佐町,佐川町,越知町,梼原町,津野町,四万十町,大月町,黒潮町

福岡県
筑後市

長崎県

長崎県埋蔵文化財センター

熊本県
熊本県教育庁教育総務局文化課

宮崎県
県教育委員会,宮崎市,都城市,延岡市,日南市,小林市,串間市,西都市,えびの市,三
股町,高原町,国富町,綾町,高鍋町,新富町,川南町,都農町,門川町,高千穂町,日之
影町

鹿児島県
出水市,喜界町,伊仙町,知名町

沖縄県
沖縄県立埋蔵文化財センター

