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JPROとは？ 

JPO 出版情報登録センター 
 
英文表記： 

Japan Publication Registry Office 
略称：JPRO 
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出版情報の取扱いについて 
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出版情報の取扱いについて 
書誌情報のデータ提供パターン 
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出版情報の取扱いについて 
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「近刊情報」のファイル送信データ仕様 

「出版情報登録センター」本稼働時2015/07/01(水) 
 
「近刊情報」のファイル送信データ仕様は、 
現行の 
 「近刊情報センター データ仕様 第2版 
   2013/07/26版」 
をそのまま踏襲し、「出版権情報」や「販促情
報」は、別ファイルでの送信を想定しています。 
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「近刊情報センター データ仕様」の改訂 

「出版情報登録センター」の実稼働後、 
 ・「運用面の改善要望」 
 ・「出版情報登録センター」としての追加要望 

にもとづき、「近刊情報センター データ仕様」
の小規模な改訂を計画しています。 
まず告知を行った上で、8～9月をメドに実施
したいと考えております。 
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「近刊情報センター データ仕様」の改訂 

①<NoContributor>の使用 
②「著者履歴」の表記方法 
 （HTML仕様＋CDATAセクション表記） 
③取得しているすべての「ISBN出版社コード」 
 と「取引コード」を記載 
④「これから出る本」用「内容紹介」の追加 
 
⑤表記の訂正 
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「近刊情報センター データ仕様」の改訂 詳細 

①<NoContributor>の使用 (Block 1 P.7.52) 
 
<NoContributor>の「備考」の表記を以下のように変更する。 
【現行】 
※「データ仕様1.0.1」では、必須項目として[1…*]となっていたが、
アンソロジーやカレンダーなどで著者情報なしの商品の場合は、
<Contributor>コンポジットではなく、<NoContributor>の空タグ形
式の<NoContributor/>を使うこととし、「繰返し」もONIX仕様通り
「0…n」とした。 
 
【変更後】 
※アンソロジーやカレンダーなど商品に明確に著者が記載されて
おらず、明示的に「著者なし」（Group P.7.の要素が一切記述しな
い）とする場合は、<Contributor>の代わりに<NoContributor>の空
タグ形式の<NoContributor/>を使用する。 
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「近刊情報センター データ仕様」の改訂 詳細 
②「著者履歴」(BiographicalNote)の表記方法 
    (Block 1 P.7.42) 
 
<Contributor>下の<BiographicalNote>に関する記載を以下のように変更する。 
「入力規則」 
【現行】著者略歴を記述する。電話番号など変更される可能性があるものは入力
しない。 
【変更】 
(1)<Text>のtextformat属性を、List 34のコード 02  HTML に固定しする。 
(2)記入する内容全体をCDATAセクション <![CDATA[ … ]]> で囲む。 
(3)<br>タグと<p>タグのみを利用可能とする。 
 
「備考」 
【現行】※XTHML形式での入力可。 
【変更】※CDATAセクションで囲み、<TextContent>（「内容紹介」等）と同様にHTML
仕様で記入する。 
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「近刊情報センター データ仕様」の改訂 詳細 
③取得しているすべての「ISBN出版社コード」 
 と「取引コード」を記載 
  （「発行元出版社」 Imprint）(Block 4 P.19) 
 
<Imprint>の<ImprintIdentifier>に関する記載を以下のように変更する。 
「繰返し」 【現行】1…2 =>  【変更】0…n （ONIX仕様通りに戻す） 
「入力規則」 
【現行】「ISBN出版社コード」の入力を必須とし、「取引コード」があれば繰返して記
入する。 
【変更】取得しているすべての「ISBN出版社コード」と「取引コード」を繰返して記入
する。 
「備考」 
【現行】<ImprintName>の記載がない場合には必須。 
【変更】<ImprintName>の記載がない場合、いずれかのコードの入力は必須。また
<Publisher>（「発売元出版社」）の情報に、「取引コード」および「ISBN出版社コー
ド」の記述がない場合は、いずれのコードの記入も必須となる。 
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「近刊情報センター データ仕様」の改訂 詳細 
③取得しているすべての「ISBN出版社コード」 
 と「取引コード」を記載 
  （「発売元出版社」 Publisher）(Block 4 P.19) 
 
<Publisher>の<PublisherIdentifier>に関する記載を以下のように変更する。 
「繰返し」 【現行】1…2 =>  【変更】0…n （ONIX仕様通りに戻す） 
 
「入力規則」 
【現行】「ISBN出版社コード」の入力を必須とし、「取引コード」があれば繰返して記
入する。 
【変更】取得しているすべての「ISBN出版社コード」と、「取引コード」を繰返して記
入する。 
 
「備考」 
【現行】（記載なし。） 
【変更】<PublisherName>の記載がない場合、いずれかのコードの入力は必須。 
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「近刊情報センター データ仕様」の改訂 詳細 
④「これから出る本」用「内容紹介」の追加 
  （TextContent）(Block 2 P.14) 
<TextContent>下の<TextType>と<Text>に関する記載を以下のように変更する。 
 
<TextType> 
「入力規制」 
【現行】 
以下のコードのいずれかを指定する。 
02 ： Short description 【内容紹介1（取次広報誌（書店向）用）】 
03 ： Description    【内容紹介2（読者／仕入参考用）】 
04 ： Table of contents 【目次】 
11 ： Feature       【その他出版社記入欄】 
【変更】 
以下のコードのいずれかを指定する。 
01 :  Sender-defined text【内容紹介3（「これから出る本」入稿用）】 
02 ： Short description 【内容紹介1（取次広報誌（書店向）用）】 
03 ： Description    【内容紹介2（読者／仕入参考用）】 
04 ： Table of contents 【目次】 
11 ： Feature       【その他出版社記入欄】 
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「近刊情報センター データ仕様」の改訂 詳細 
④「これから出る本」用「内容紹介」の追加 
  （TextContent）(Block 2 P.14) 
<TextContent>下の<TextType>と<Text>に関する記載を以下のように変更する。 
 
<Text> 
「入力規制」 
【現行】 
(4)それぞれの<Text>のタイプごとに、以下の文字数制限に従う。 
内容紹介1      全角62文字以内 
内容紹介2      1300文字以内 
目次        文字数制限なし 
その他出版社記入欄 文字数制限なし 
 
【変更】 
(4)それぞれの<Text>のタイプごとに、以下の文字数制限に従う。 
内容紹介1      全角62文字以内 
内容紹介2      1300文字以内 
内容紹介3      20文字以内 
目次        文字数制限なし 
その他出版社記入欄 文字数制限なし 15 



「近刊情報センター データ仕様」の改訂 詳細 
⑤表記の訂正 
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CollateralDetail Block 2 
ONIX仕様 
繰返し 

<CollateralDetail> の「ONIX仕様」の「繰返し」を、0…nから0…1に修正した。 

ContentDetail Block 3 
ONIX仕様 
繰返し 

<ContentDetail> の「ONIX仕様」の「繰返し」を、0…nから0…1に修正した。 

PublishingDetail Block 4 
ONIX仕様 
繰返し 

<PublishingDetail> の「ONIX仕様」の「繰返し」を、0…nから0…1に修正した。 

PublishingDetail Block 4 
入力規則 
備考 等 

<ImprintIdentifier> の「入力規則」や「備考」等の「ISBN出版社コード」を、「ISBN出版者
記号」に修正した（計8か所）。 



「近刊情報センター データ仕様」 
今後の対応課題（テスト中） 

⑥新ジャンルコード「Thema」の利用 
⑦新「シリーズコード」の利用 
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「近刊情報センター データ仕様」今後の対応課題（テスト中） 

⑥新ジャンルコード「Thema」の利用(Subject)(Block 1 P.12) 
<Subject>に関する記載を以下のように変更する。 
「繰返し」 【現行】1…3 =>  【変更】1…n 
 

<SubjectSchemeIdentifier> 
「入力規則」 
【現行】 
カテゴリに応じて、以下のいずれかのコードを記入する。 
20 ： Keywords 【キーワード】 
78 ： Japanese book trade C-Code 【Cコード】 
79 ： Japanese book trade Genre Code 【ジャンルコード】 
【変更】 
カテゴリに応じて、以下のいずれかのコードを記入する。 
20 ： Keywords 【キーワード】 
78 ： Japanese book trade C-Code 【Cコード】 
79 ： Japanese book trade Genre Code 【ジャンルコード】 
分類コードとして「Thema」を利用する場合は、 
93  Thema subject category 
94～99 Thema Qualifiers 
をThemaの仕様にもとづいて記入する。 
 
「備考」 
【現行】（記載なし） 
【変更】Thema利用時には、記入するQualifier codeの先頭数字に合わせ、<SubjectSchemeIdentifier>に指定するコード（94～99）を選択
する。 
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「近刊情報センター データ仕様」今後の対応課題（テスト中） 

⑥新ジャンルコード「Thema」の利用(Subject)(Block 1 P.12) 
<Subject>に関する記載を以下のように変更する。 
 

<SubjectSchemeVersion> 
「グループ」 P.12.4、「繰返し」 0…1、「文字数／桁数」 10文字以内、 
「入力規則」<SubjectSchemeIdentifier> で指定するジャンルや分類の仕様のバージョンやエディション
を記載する。 
 

<SubjectCode> 
「入力項目」 
【現行】<SubjectSchemeIdentifier> = 78 or 79 の場合に、「Cコード」または「ジャンルコード」の値を入力
する。 
「Cコード」については、「JPO日本図書コード管理センター」の「分類記号一覧表」（http://www.isbn-
center.jp/guide/05.html）を参照。 
「ジャンルコード」については、添付の表にある既定値のいずれかのものを用いる。 
【変更】文末に『分類コードとして「Thema」を利用する場合は、「Thema」の仕様にしたがってSubject 
Categoryコード（アルファベットから始まる）やQualifier code（数字から始まる）を入力する。』を追加。 
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「近刊情報センター データ仕様」今後の対応課題（テスト中） 

⑦新「シリーズコード」の利用 
<Collection>下の<CollectionSequence>に関する記載を以下のように変更する。 
 

<CollectionSequence> 
「繰返し」 【現行】0…1 =>  【変更】0…n （ONIX仕様通りに戻す） 
「入力規則」 
【現行】「配本回数」について記入する。 
【変更】「配本回数」と「シリーズコード」について記入する。 
「入力項目」 
【現行】21.配本回数 
【変更】20A.シリーズコード 21.配本回数 
「備考」 
【現行】※<CollectionSequenceNumber>に記入できる値は、100文字以内の「整数」と「.」（ドット、小数
点）からなる「文字列」となるが、FBICでは「整数」（1,2,3･･･）のみを推奨とする。 
※コードの前ゼロに注意。 
【変更】※<CollectionSequenceNumber>に記入できる値は、100文字以内の「整数」と「.」（ドット、小数
点）からなる「文字列」となる。 
※コードの前ゼロに注意。 
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「近刊情報センター データ仕様」今後の対応課題（テスト中） 

⑦新「シリーズコード」の利用 
<Collection>下の<CollectionSequence>に関する記載を以下のように変更する。 
 

<CollectionSequenceType> 
「入力規則」 
【現行】コードとして、03 ： Publication order 【配本回数】 を記入する。 
【変更】 
コードとして、 
 02 :  Title order    【シリーズコード】 
 03 ： Publication order 【配本回数】 
を記入する。 
 

<CollectionSequenceNumber> 
「入力規則」 
【現行】「配本回数」を整数（1,2,3...）で記入する。 
【変更】 
「シリーズコード」の場合は、別途規定された仕様にもとづき、該当するコードを記入する。 
「配本回数」の場合は、整数（1,2,3...）で記入する。 
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「出版権情報」、「販促情報」の登録 

「Web入力」の他に、以下のフォーマットでの
ファイル送信を想定しています。 
①CSVファイル仕様（当初の推奨） 
②ONIX準拠メタフォーマット（今後の標準） 
 
※当面は、どのようなファイルでの送信が可能か、
まずご相談下さい。 
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「出版権情報」のファイル仕様 
①CSVファイル仕様 
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最低 最大
【基本書誌情報】

1 データ区分 半角数字 1 "1" 固定 1 1
2 キーコード 半角英数字 30 ○ 1 1 ISBNコード,JP-eコード
3 出版物名（書名） 全角 300 1 1
4 発行元出版社 全角 100 1 1

5 著者名 指定なし 100

6 著者名区分 指定なし 100
【追加情報】 【基本書誌情報】のみ登録の場合は、設定しない

7 データ区分 半角数字 1 "2" 固定 1 1
8 キーコード 半角英数字 30 ○ 1 1 ISBNコード,JP-eコード
9 発行年月 半角数字 6 YYYYMM 1 1

10 出版権の設定 全角 1 未設定 又は "有" 1 1
11 出版権者名 指定なし 100 1 1
12 出版権者名連絡先 指定なし 300 電話;FAX;住所;メールアドレス等 1 1 TEL:99-9999-9999;FAX:99-9999-9999;住所;e-mail
13 著作物名 指定なし 300
14 著作者名 指定なし 300
15 著作権者名 指定なし 300

No. データ項目 文字 文字数 データ内容 必須 出現回数 備考

1 任意

0 任意

共通仕様  ・ファイルはカンマ(,)区切りのテキストファイル（CSVファイル）とします。  
        ・ファイルに使用する文字はUTF-8コードとします。  
        ・行の区切りはLFとします。 
          ・データ区分以外の項目は、ダブルコーテーションで囲みます。  

ファイルイメージ 

 1,"9784999727350","坊ちゃん","日本出版インフラセンター","夏目 漱石","著" 

 2,"9784999727350","190099","有","日本出版インフラセンター","TEL:03-1234-5678;FAX:03-1234-8765;東京都猿楽町１２－３;jpro@jpo.co.jp" 

 1,"99972735000000000000","坊ちゃん（電子版）","日本出版インフラセンター","夏目 漱石","著" 
 2,"99972735000000000000","201301","有","日本出版インフラセンター","TEL:03-1234-5678;FAX:03-1234-8765;東京都猿楽町１２－３;jpro@jpo.co.jp" 

 1,"9784324588888","書名あいうえお",,"ＪＰＯ出版","201410",,, 

 1,"9784324589888","書名ABC","ABC出版","著者A","著","著者B","訳" 

 1,"9784890799888","書名１２３","１２３出版","１２３出版","編" 

 1,"9784324599999"，"出版権情報登録センター設立に向けて","ＪＰＯ出版","出版権・書誌情報基盤整備委員会","著","日本出版インフラセンター","企画・原案" 
  2,"9784324599999"，"201410","有","ＪＰＯ出版","TEL:03-2222-1111;東京都新宿区袋町６日本出版会館;abcdef@jpo.co,jp","著作物１","著作者A+著作者B",,"著作物
２","著作者C+著作者D+著作者E","著作権者う" 

          ・ 

          ・ 

          ・ 

 

 



「出版権情報」のファイル仕様 
②ONIX準拠メタフォーマット 
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項番 項目 形式 英語表記 タグ 繰返し 

【基本書誌情報】 登録された「基本書誌情報」（「エントリー・ポイント」）とのマッチング用   

1 キーコード ONIX準拠 Product Identifier <ProductIdentifier> 1 

2 出版物名（書名） ONIX準拠 Product Title <TitleDetail><TitleText> 1 

3 発行元出版社 ONIX準拠 Imprint 
<Imprint><ImprintIdentifier> 
<Imprint><ImprintName> 

1 

4 著者名 ONIX準拠 Contributor <Contributor><PersonName> 1-n 

5 著者名区分 ONIX準拠 Contributor Role <Contributor><ContributorRole>  1-n 

【追加情報】出版権に関する登録事項   

6 発行年月 ONIX準拠 Publication Date (Year/Month) <PublishingDate><Date> 1 

7 出版権の設定 独自仕様 Publication Rights <PublicationRights><IDValue> 0-1 

8 出版権者名 独自仕様 Publication Rights Holder Name <PublicationRights><PublicationRightsHolderName> 0-1 

9 出版権者連絡先 独自仕様 Publication Rights Holder Contract <PublicationRights><PublicationRightsHolderContact> 0-1 

10 著作物名 独自仕様 Work Title <WorkDetail><TitleDetail> 0-n 

11 著作者名 独自仕様 Work Authorship <WorkDetail><Authorship> 0-n 

12 著作権者名 独自仕様 Work Copyright Holder <WorkDetail><CopyrightHolder> 0-n 



「販売促進情報」のファイル仕様 
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「出版権情報」と同様、 
①CSVファイル仕様（当初の推奨） 
②ONIX準拠メタフォーマット（今後の標準） 
を想定。 
 
※「販売促進情報」ワーキング（第1回～第4回）で、ほぼ第一期の
サービスの仕様が固まったため、現在仕様の詳細について調整中。 



ファイル送信(FTP,FTPS) 

①「近刊情報」ONIXファイル（onixfile.xml）のファイ
ル送信は、従来どおり 
ftp://kinkan.jpo.or.jp へ。 
②「出版権情報」ファイル、「販売促進情報」ファイ
ルもftp://kinkan.jpo.or.jp へ。 
③より安全にファイル送信を行うことができるFTPS
も用意。 
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ftp://kinkan.jpo.or.jp/
ftp://kinkan.jpo.or.jp/


既刊の基本書誌情報の一括登録(案) 
【紙の既刊】 

①出版社から「一括登録依頼書」提出。 
②書籍協会に、①の出版社の「対象既刊基本書誌情報」の提示依
頼。 
③書籍協会から「出版情報登録センター」への「対象既刊書誌情
報」の送付。 
④国立国会図書館の該当商品に関する「基本書誌情報」と、③の情
報の突合せ。 
⑤④で表記が異なっていたり、ゆらぎのあったものをチェック。 
⑥チェックした情報と合わせ、リストをいったん各社担当者に戻す。 
⑦長期品切れ等を含め、出版社に情報の確認をお願いし、確認後
にデータを戻して頂く。 
⑧⑦の「基本書誌情報」をシステムに登録する。 
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既刊の基本書誌情報の一括登録(案) 
【電子】 

①「共通書誌情報システム」から登録された電子の
書誌情報をPULL 
②「出版情報登録センター 課金承諾書」が提出さ
れている出版社の情報のみ登録 

28 



 
 
JPRO ポータル 
「出版情報登録センター」の機能 
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JPRO ポータルサイト（未公開） 
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JPRO プレ・ポータルサイト（公開） 

http://jpro-pre.jpo.or.jp/ 
または 

http://kinkan.jpo.or.jp/ 
 

ID： 現「近刊情報センターの本番環境」ID + _test 
パスワード：現「近刊情報センターの本番環境」の

パスワード 
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JPRO プレ・ポータルサイト 

32 



 
 
書誌情報 
「出版情報登録センター」の機能 

33 



書誌情報の登録・検索・閲覧 

・ファイル送信出版社でも、モードの変更により、 
 Web画面から情報の閲覧・修正が可能 
 
・各出版情報（「確定書誌情報」、「出版権情報」、 
 「販売促進情報」）に対し、統一的な登録・検索 
 画面を提供 
 
・受け手（取次会社・書店）にどのようにみえている 
 か、確認が可能 
 

34 



書誌情報の検索・閲覧 
基本書誌情報の検索 

35 



書誌情報の検索・閲覧 
基本書誌情報の閲覧 

36 



書誌情報の検索・閲覧 
詳細書誌情報の閲覧（近刊・確定） 

37 



書誌情報の検索・閲覧 
出版権情報の閲覧 

38 



書誌情報の検索・閲覧 
販促情報の閲覧 

39 



 
 
出版権情報 
「出版情報登録センター」の機能 

40 



「出版権情報」公開の前提 

• 「商品」単位で表示する 
 

• 「紙」と「電子」は区別せず、同様に表示する 
 

• 「紙」と「電子」は、底本やプリント化で紐付け
ては表示しない（別々に表示する） 

41 



「出版権情報」公開の基本手順 

①利用制限（キャプチャ認証） 
②登録された「出版権情報」の検索 
 
 
③検索の絞り込み 
 
 
④検索結果の表示（所定回数以上は追加認証） 

42 



出版権の検索結果（一覧表示） 

43 
出版権ボタンをクリックすると 
出版権情報の詳細が表示される。 

電子書籍 

追加項目（発行年月など） 
で更に絞り込む場合 

紙と電子は行の色を変えて
視覚的にわかりやすくする。 



出版権の検索結果（キャプチャ認証） 

44 

検索結果としての
「出版権情報」の
表示。 

「出版権情報」の閲覧が
所定回数（10回を想定）を

超えると、再度追加の
キャプチャ認証が必要と
なる。 

「出版権情報」の表示へ。 



45 

「出版権情報」の「追加項
目」は4項目のみを表示。 

「出版権情報」の表示では、
「発行元出版社」も表示。 出版権の検索結果（詳細表示） 



出版権情報公開（利用制限について） 

• 課金はしない 
 

• クロール対策（※）を講じる 
 

• 転用等を目的とした情報の一括収
集などの行為を制限する 

46 

※ クロール（クローリング） 
 
 第三者が専用ソフトウェア（クローラー、ボット等）を使用して 
 自動的にWebサイトの情報を収集すること。 

【対応】 
「出版権情報」の検索の開始
時に「キャプチャ認証」を行う。 

【対応】 
「出版権情報」の検索結果の
詳細閲覧時に、所定回数（10
回を想定）を超えると、再度
追加のキャプチャ認証を行う。 



 
 
販売促進情報 
「出版情報登録センター」の機能 

47 



「販売促進情報」登録・公開の前提 

• 「商品」単位 
• 「紙」と「電子」は、同様の形式で入力できる 
• 「販促情報」の仕組みも、「販促情報」 
そのものも、オープンにする 

• 「受け手」は業界の取次会社、書店 
• 「基本書誌情報」が登録されていなければ、 
「販促情報」は登録できない 

• 「著者」や「シリーズ」での括り、「関連作品」との
連携など、「販促情報」の見せ方（扱い）は「受け
手」に任せる（第1期） 
 

48 



「販促情報」登録・公開の手順 

1.登録 

販促
情報 2.閲覧

3.検索 

販促
情報 

出版社の方 
取次会社・書店の方 

49 

指定した 
期間中 

のみ公開 

出版情報登録センター 

４．保存 
  （パーマネント 
       情報） 



販促情報の登録・検索・閲覧 
（出版社でログイン） 

50 

出版社の方 

ログイン 

販促情報 



51 

「販促情報」の登録・検索・閲覧 
①最新公開日順に、時系列（タイムライン）で「販促情報」を表示 

販促情報の登録・検索・閲覧 
（出版社でログイン） 

［出版社でログイン］［販促情報］［販促情報検索］［商品別］ 



52 
「販促情報」の登録・検索・閲覧 
②商品ごとの「販促情報」を表示 

販促情報の登録・検索・閲覧 
（出版社でログイン） 

［出版社でログイン］［販促情報］［販促情報検索］［商品別］［詳細］ 



53 

販促情報の登録・検索・閲覧 
（出版社でログイン） 

［出版社でログイン］［販促情報］［販促情報検索］［販促情報別］ 



54 

販促情報の登録・検索・閲覧 
（出版社でログイン） 

［出版社でログイン］［販促情報］［販促情報検索］［販促情報別］［詳細］ 



55 

販促情報の登録・検索・閲覧 
（出版社でログイン） 

［出版社でログイン］［販促情報］［販促情報検索］［販促情報別］［新規登録］ 



56 

取次会社・書店の方 

ログイン 

販促情報 

ヘッドラインを表示 

「販促情報」の表示 
①最新公開日順に、時系列（タイムライン）で
「販促情報」を表示 
②商品ごとの「販促情報」を表示 

販促情報の検索・閲覧 
（取次会社・書店でログイン） 



57 

販促情報の検索・閲覧 
（取次会社・書店でログイン） 

［取次会社・書店でログイン］［販促情報］［販促情報検索］［商品別］ 



58 

販促情報の検索・閲覧 
（取次会社・書店でログイン） 

［取次会社・書店でログイン］［販促情報］［販促情報検索］［商品別］［詳細］ 



59 

販促情報の検索・閲覧 
（取次会社・書店でログイン） 

［取次会社・書店でログイン］［販促情報］［販促情報検索］［販促情報別］ 



60 

販促情報の検索・閲覧 
（取次会社・書店でログイン） 

［取次会社・書店でログイン］［販促情報］［販促情報検索］［販促情報別］［詳細］ 



※RSSデータ（RSS2.0準拠）の「販売促進情報」フィード・サンプルを、  
  Microsoft Internet Explorer 11のRSSリーダで表示した例 

61 

販促情報の閲覧 
（RSSフィード） 



 
 
終わりに 

62 



JPRO プレ・ポータルサイト（公開） 

技術情報等の公開先 
http://jpro-pre.jpo.or.jp/ 

または 
http://kinkan.jpo.or.jp/ 

 
ID： 現「近刊情報センターの本番環境」ID + _test 
パスワード：現「近刊情報センターの本番環境」の

パスワード 
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