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本書について
国立情報学研究所（以下、NII）が提供する txt または tsv（タブ区切り）形式のメタデ
ータおよび PDF データを XooNIps に取り込むための変換ツールである nii2excel のマニュ
アルである。ソフトウェア環境として Excel2002、2003、2007 での動作を確認している。
本文中の用語については、NII 提供のデータをコンテンツ、XooNIps では、アイテムと
使い分けた表現にしている点注意されたい。
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Ⅰ．処理の概要
１．処理の流れ
①NII 提供のタブ区切りのファイル（txt、tsv）を作業用の Excel に取り込み、テンプレ
ートを参照し「nii2excel」マクロを使い Excel 形式に変換。②理化学研究所（以下、理研）
提供の「excel2xoonips」で圧縮ファイルを作成。③XooNIps にアップロードする 3 ステッ
プの流れとなる。
１）ステップ①Excel 形式変換
NII には「学術コンテンツの提供依頼書」により依頼すると、メタデータと PDF が収録
された CD-ROM によるコンテンツが提供される。
bib と img フォルダで
提供されるコンテンツ

bib フォルダ（タブ区切り形式のメタデータ）

img フォルダ（issue ごとの PDF データ群）

ステップ②で使用する
NII 提供のタブ形式メタデータ（bib フォルダ収録）を理研作成の XooNIps へのデータ
一括登録アプリケーション（excel2xoonips）で処理できる Excel 形式に変革する VBA
（Visual Basic for Applications）で記述されたマクロである。
bib フォルダ
○○○○.txt

nii2excel

白紙のテンプレート

XooNIps インポート用 Excel 形式

２．提供コンテンツの概要と変換形式
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できあがった XooNIps インポート用 Excel 形式ファイルは、必要であれば後述する、
「手
作業による詳細な修正」を Excel 上で行う。
２）ステップ②XooNIps インポート用圧縮ファイル作成
ステップ①で変換した Excel ファイルは、理研提供の「excel2xoonips」で XooNIps にイ
ンポートできる ZIP 形式（XML+PDF）に変換する。
ステップ①で作成した Excel 形式ファイル

NII 提供 PDF ファイル（img フォルダ）

excel2xoonips
ZIP 形式ファイル
files

XML ファイル

PDF ファイル

title>正徳 2 年の下総国古河城引き渡しと三河国吉田城受け取りについて</title>
title_kana />
title_romaji />
○○○○_AW1 ○○○○_AW5
ub_title>
sub_title_name>The Surrender of Shimousa-Koga Castle (下総国古河城), and the
Acceptance of Mikawa- Yoshida Castle (三河国吉田城) ○○○○_AW1
Shoutoku (正徳) 2nd year・
(1712) 2nd year (1712)</sub_title_name>
○○○○_AW3
・
sub_title_kana />
sub_title_romaji />
○○○○_AW4
・
</sub_title>
author>
author_id />
author_name>白峰,旬</author_name>
author_kana>シラミネ,ジュン</author_kana>
author_romaji>SHIRAMINE,Jun</author_romaji>
author_affiliation>別府大学文学部史学科</author_affiliation>
author affiliation translation>BEPPU UNIVERSITY</author affiliation translation>

３）ステップ③XooNIps へのインポート
インデックスツリーに留意しな
がら、XooNIps のインポート機能で
アップロードする。

XooNIps 管理者画面から、
インポートを実行する

3

２．提供コンテンツの概要と変換形式
NII から提供されるコンテンツは雑誌書誌 ID ごとのフォルダになっている。フォルダは、
txt または tsv の拡張子を持つメタデータ（bib フォルダ）と PDF（img フォルダ）に分か
れている。さらに PDF フォルダは issue ごとフォルダ化されている。「nii2excel」は、こ
のうちメタデータを以下の表のように変換するマクロである。
NII ○○○○.txt
列

or

tsv

NII 提供項目名

列

NII（タブ形式） → Excel 変換表
xnparticle
繰
返
XooNIps 項目名

備

考

1 雑誌書誌 ID
2 巻号
3 年月次
4 ページ属性

29 上位タイトル（巻）

巻（号）形式を分離、（ ）がなければ号に
入れる

30 上位タイトル（号）
31 上位タイトル（年月次：年）
32 上位タイトル（年月次：月）

上 4 桁 → 年次、
下 4 - 2 桁 → 月次に分離する

47

P → Article、 その他すべて → others

備考のとおり変換しジャンルへ

5 論文名（日）

2 タイトル

タイトルが空白の場合ローマ字を取り込む

6 論文名よみ

3 タイトル（カナ）

7 論文名（英）

5 別タイトル

8 著者名(日）

9 著者（名前）

R

9 著者名よみ

10 著者（カナ）

R

同上

10 著者名(英）

9 著者（名前）

R

同上

11 著者所属（日）

12 著者（所属）

R

同上

12 著者所属(英）

13 著者（所属：翻訳）

R

同上

R

複数著者数分”#”を追加

14 著者（役割）

R

複数著者数分”#”を追加

15 著者(外部リンク)

R

複数著者数分”#”を追加

タイトルが空白の場合タイトルへ

8 著者 ID

13 ページ

33 上位タイトル（ページ：開始）

複数の区切り記号"/" → "#"に変換
著者（名前）に追加

"-"をデリミタとして、分離する
特殊なものは、そのまま開始頁に入れる

34 上位タイトル（ページ：終了）

14 記事種別（日）
15 記事種別（英）
16 言語
17 抄録（日）
18 抄録（英）
19 キーワード（日）
20 キーワード（英）

45 言語

R

Lower case（小文字）に変換、 ”/”→”#”
日・英ともに存在すれば、ALT+改行(0A16)
をはさんで結合

40 抄録
42 キーワード

R

複数の区切り記号"/" → "#"に変換し、
日・英を結合

21 レポート・講演番号
22 PDF ファイル名

49 表示（本文タイトル）

23 URL
24 表示順
25 アクセッション番号
26 削除フラグ
46 資源タイプ

すべて”text”を付加する

＊XooNIps 項目名が空欄は変換をスキップ（Null）している。
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Ⅱ．マクロ変換処理の実際
１．前準備
１）作業環境の設定
作業用のフォルダ A を作成し、本マクロ（nii2excel）、テンプレート（xnparticle.xlt）
（選択画面が出るのでフ
及び変換したいメタデータ「○○○○○.txt or .tsv」を移しておく。
ォルダ A に複数ファイルを入れていてもよい。ただし、一つしか選択できないので、実行
は 1 ファイルごとになる）

作業フォルダ A

Nii 提供

マクロ

○○○○○.txt

nii2excel.xls

△△△△△.tsv

テンプレート

□□□□□.txt

xnparticle.xlt

・NII 提供のメタデータ
bib フォルダより取り出したタ
ブ区切りファイル
・マクロ
nii2excel.xls の ThisWorkbook
に VBA ソースを記述している。
・テンプレート
excel2xoonip 添付の sample よ
り見出し行のみ残しテンプレー
ト化（.xlt）したもの

xnparticle.xls が作成される

２）セキュリティレベルの設定
初めてマクロを使う場合、警告メッセージが出る。

マクロを実行させるためは、セキ

ュリティを緩める必要がある。なお、セキュリティレベル変更後は Excel を立ち上げ直す
必要がある。
①Excel2002、2003
次のような警告画面が表示される。
警告画面
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ツール → マクロ → セ
キュリティからセキュリテ
ィレベルを「中」or「低」に
変更する。
「低」では全く無防備とな
る。マクロ実行を無効か有
効に設定できる画面が表示
される「中」を推奨する。

②Excel2007
Excel2007 では、以下の画面が表示されるので、マクロを有効にする。

「オプション」をクリッ
クし、「このコンテンツ
を有効にする」にマーク
する
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２．実行
１）セキュリティ警告（Excel2002、2003 のみ）
nii2excel を開いたと
きにセキュリティ警告メ
ここをクリック

ッセージが出る。
このとき「マクロを有
効にする」を選択し次に
進む。

２）ファイル選択
「マクロを有効にする」とファイル選択画面が出るので、ファイルを選択する。
①Excel2002、2003

NII 提供タブ区切り形
式のファイルを選択す
る（1 回 1 ファイル）

開くボタン
をクリック
（キャンセ
ルボタンを
押すとマク
ロが終了）

②Excel2007
セキュリティオプショ
ンで、
「このコンテンツを
有効にする」を指定する
と直ちにファイル選択画
面が表示される。
ファイルを選択
し、開くボタン
をクリック
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ここで、キャンセルを押すと次の画面が表示されるので中止することを確認する。
OK をクリックするとマクロを中止
しエクセルの画面が前面に表れる。
再度実行したい場合は、ツール →
マクロ → マクロ → nii2excel を
選択し、実行をクリックする
３）上書き確認
すでに前回作ったファイルがあれば、上書きするかどうかの確認面画が出るので、
「はい」
を選択する。
現バージョンでは、出力ファイル名
がすべて xnparticle.xls としている。
以前処理したファイルを上書きしな
いように注意する
４）プライバシー画面
このマクロの実行中に以下のプライバシー画面が表示されることがある。

この画面は単なる警告画面、OK をクリックして次へ進む。
５）完了画面
しばらくすると処理が完了し、処理したレコード件数が表示されるので「OK」をクリッ
クし、本マクロを終了させる。作成されるファイルは「xnparticle.xls」である。（固定）

進行状況表示

OK ボタンを押すと Excel が終了する

＊＊＊ ATTENTION ＊＊＊
Excel2007 では、作成された、「xnparticle.xls」を開こうとすると既定の拡張子（xlsx）
と異なるため、以下の画面が表示されるが「はい」をクリックすると正常に表示される。

8

３．手作業による詳細な修正
マクロで変換したファイルを、必要に応じ Excel の表として手作業で、さらに詳細に修
正する。もちろんそのままでも実行できるので、アップロード後にオンラインで修正する
こともできる。また、アップロード時のエラーもこの Excel ファイルを修正することで解
決できる場合が多い。
修正のチェックポイント
①ID の付与（任意）
任意であるが、あとのメインテナンスを考慮すると付与しておくほうがよい。
②タイトルの修正（表紙、目次など）
インポート時に重複である旨、警告されるので、「目次○○号」など一意名になるように
しておくほうが望ましい。
③上位タイトル（修正必須）
NII のコンテンツには入っていないのでファイル名の NCID からタイトル確定して入力
する。
④著者グループの修正（確認必須）
XooNIps では、著者グループ（著者 ID、著者（名前）、著者(カナ)、著者（ローマ字）、
著者（所属）
、著者（所属：翻訳）、著者（役割）、著者（外部リンク）の繰り返しは、す
べて同じ数でなければならない。また、NII 提供のコンテンツは著者が日・英に分かれて
おり、かつ、日本人のローマナイズとネイティブの外国人が混在している。同一所属の
著者は所属が単記されているなど、大変多くのパターンが存在する。このためマクロ処
理後の Excel 上での確認が必須である。
⑤ページ：開始、ページ：終了（表紙・目次などは特殊なページ付けになっている）
⑥資源タイプ（すべて VBA で"text”を追加しているので、適宜変更する）
⑦ジャンルの追加・修正（未収録分の追加や表紙・目次を「other」にしている）
⑧インデックス（記入しない場合、インポート時にインデックスツリーを指定すること）
⑨出版地、出版者、ISSN など収録されていない項目の追加
⑩表示（本文ファイル）
メタデータのみインポートする場合はファイル名を削除しておく。
インデックスツリーの記入例

Private と Public を改行
（Alt+Enter）し併記する

＊修正のヒント
・特定アイテムに問題がありどうしてもうまくいかないこともある。この場合はそのアイ
テムのみを除外し実行する。（除外したアイテムはオンラインで登録）
・コンテンツが大量の場合 XooNIps におけるインポートエラー軽減やあとのメンテナンス
考慮して、号単位に小分けにするなども効果が認められた。
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Ⅲ．excel2xoonips 変換処理
詳細は理研公開の「excel2xoonips 利用手引き」に記載されている。ここでは、実行方法
について述べる。
１．前準備
１）作業環境の設定
作業フォルダ B

excel2xoonips 作業用のフォル

前項作成ファイル
xnparticle.xls
理研提供アプリ
excel2xoonips.exe
etc フォルダ

PDF 群
・・・・.pdf
・・・・.pdf
・・・・.pdf
・・・・.pdf

ダをつくり、実行用ファイルであ
る excel2xoonips.exe、etc フォル
ダと前項で作成した xnparticle.
xls、NII 提供の img フォルダから
取り出した PDF ファイル群を用
意する。

xnparticle.zip が作成される

２．実行
コマンドプロンプトでディレクトリを作業フォルダに移し、コマンドラインで、
excel2xoonips

⊔

xnparticle.xls

⊔

xnparticle.zip

を入力すると PFD を含んだ zip 形式で圧縮された xnparticle.zip が作成される。
これが XooNIps のインポートファイルとなる。

コマンドプロンプト操作法
＊コマンドプロンプトの表示法
スタートボタンをクリックし、
「ファイル名を指定して実行」を選択 → CMD と入力 →
OK でコマンドプロンプト画面が表示される。
＊ディレクトリの移動法
CD ¥○○○○¥△△△△として目的のディレクトリに移動する。
（○、△はディレクトリ名を示す）
＊コマンドの再実行
変換に失敗して、再度コマンドラインを入力するときに F3 キーを押すことで、直前のコ
マンドラインが表示される。
＊コマンドプロンプトの終了
EXIT と入力する。
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１）正常に終了したとき
以下のように、いくつかのインフォメーションが表示され処理結果の状況がわかる。

コマンドライン
処理件数
Success になっていることを確認する

２）エラー時の例
エラー時には、この画面の情報を基にして対応する。特に、どのセルに不具合があるか
表示されるため、参考になることが多い。

この例では、セルの AW 列（表示（本文ファイル）＝PDF ファイル名）の 27 行目の PDF フ
ァイルが欠落していることを示している。ERROR の場合は、これらの説明を参照して、前章
「Ⅱ．３．手作業による詳細な修正」にもどり適当な修正を加える。
出来上がった圧縮ファイルがインポート用のファイルとなる。
（コマンドラインで出力フ
ァイルを「xnparticle.zip」としたが、ほかのファイル名にしてもよい）
なお、XooNIps のインポートは、クライアントからリモートでアップロードすることがで
きる。（Windows 及び LINUX サーバとも実証済み）
作成した圧縮ファイル（PDF を含む）

XooNIps サーバ

パソコン
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Ⅳ．XooNIps でのインポート
１．インポートの実行
１）モデレータ（管理者）権限でログインし、インポートを実行する。

最大 128MB

クリックすると、1 件ごとの公開
アイテム承認の操作が不要となる

クリック

この例ではインデックスツリーを記入せ
ず Private にインポートしているが、や
り直しを考えると細かなツリーにしたほ
うがよい（部分的に一括削除が可能）
２）警告メッセージが表示される。特に、タイトル（論文名）フィールドで”表紙”や”目次”
など全く同じ文字列の場合にも以下のように警告されるが、承知のうえインポートをクリ
ックする。また、同一のファイルが登録済みであった場合は、それぞれのアイテムごとに
上書き確認のメッセージが表示されるので選択する。
NII 提供のコンテンツは各号ごとの表紙
や目次等は重複として表示される。（巻号
が違うものは上書きされることはない）
ここをチェックして重複を許可する

クリック

＊重複（更新）の場合は上書き確認のメッセージが表示される。
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３）インポート実行する。この時点でエラーがあれば「xnparticle.xls」を編集し直すなど
適切な措置を行い、再度チャレンジする。

クリック

４）インポート結果のログ

以下、一つ一つのア
イテムについて処理
結果が表示される

２．よくあるエラー
インポート結果、エラーがある場合は各々の item とログの最後に表示される。
このうち、ログの最後は「エラーコード」＋「レコード番号」の形で表示される。
一つでもエラーがある時には、すべてのアイテムがインポートされない。
ここでは例として、よくある 2 つのケースを紹介する。
１）インデックスツリー指定エラー
E0016 (error item is not registered any private indexes)は、excel 表のインデックス欄
にインデックスを指定していない場合におきる。措置としては、インポート時にインデッ
クスツリーの Private など格納したい場所にチェックを入れることで解決できる。
２）データの不整合
E0004 (error DB query error in updating)
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特に、多いのがこのエラーであろう。

①解決策１
nii2excel で作成した、
「xnparticle.xls」の該当するレコード番号（1 行目に見出しがある
ので、Excel 上ではレコード番号＋１が行番号と一致する）の各フィールドをオンラインマ
ニュアル「excel2xoonips の利用手引」
（理研）の「3.3 各ファイルの詳細」を参考にフィー
ルドの形式が整合しているかどうかをチェックし、不整合があれば修正して、再度
excel2xoonips を実行のうえ、インポートする。
（タイトルなどは文字数制限ほかの要因で、
サブタイトル部分を削除するとうまくいく場合も多い）
②解決策２
①で不整合の箇所が確定されなければ、エラーの出たレコード行を Excel
（xnparticle.xls）
上で削除し、再度 excel2xoonips を実行うえ、インポートする。この場合、エラーとして削
除したレコードは、XooNips 上で新規にオンライン登録を行うことになる。
３．エラーで登録されたアイテムの一括削除（やり直し）
エラー登録されたアイテムは、ユーザ（インデックス）ごとに一括削除ができる。モデ
レータ（管理者）でログインし、管理者メニュー → XooNIps（左フレーム）→ メンテナ
ンス → アイテム管理 → アイテム一括削除からプルダウンメニューで当該ユーザを選択
→ 次へ、でインデックスを選び「削除」ボタンをクリックする。この操作により、原文（PDF）
も同時に削除される。（この機能の使用にあたっては、バックアップの励行と特段の注意を
払って実行することが必要である）
４．インポート後の公開レベル設定
１）公開アイテム承認
インポートされたアイテムは一つずつ確認し Accept する必要があるが、Ⅳ．１．１）で
「公開インデックスに登録するアイテムは自動承認する」にチェックを入れるとインポー
トと同時に公開される。
２）download 時 PDF（原文）のみを公開
既定値では、PDF とメタ情報である metainfo.txt の 2 つのファイルがダウンロードされ
る仕様となっている。PDF のみ公開したい場合は、管理者メニュー → XooNIps → サイ
トポリシー設定 → アイテム情報 → アイテム公開 → 添付ファイルのダウンロード時の
ファイル形式 → 「メタ情報と共に ZIP 圧縮する（推奨）」 → オリジナルのママとする。
３）ゲストユーザーにも PDF を公開
ゲストユーザーで XooNIps に接続して、PDF（原文）が見えない場合は、公開レベルを
変更する。管理者メニュー → XooNIps Article Item Module → 一般設定で、Abstract の
公開レベル及び PDF Reprint の公開レベルをプルダウンメニューで「Private」から「Public」
に変更する。
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Ⅴ．おわりに
NII 提供のコンテンツを excel2xoonips に渡し XooNIps にインポートするアプリケーシ
ョンがどこにも公開されていなかったため（見落としの可能性もある）、今回必要にかられ
稚拙な VBA を作り、バージョン 0.93 として公開したが、この VBA は開発途上である点、
くれぐれも自己責任においてお使いいただきたい。今後、著者関連の適正化、ユーザフォ
ーム画面の導入や出力ファイルを xnparticle.xls に固定せず、拡張子を除き入力ファイルと
同一名にするなど、まだまだ改良の余地は大きい。さらに、この VBA の拡張版として、す
でに XooNIps に登録されているアイテムを phpMyAdmin を使い Excel 形式で取り出し、
Excel の表で一括修正し、再び XooNIps に返す VBA も実験的には成功している。これにつ
いては汎用性が確認できるようになった時点で紹介したい。
最後に、Excel 形式を XooNIps に渡すという有益なアプリの作成とバグ退治に尽力いた
だいた理研 O 氏、慶大 I 氏、インポートのテストに協力いただいた活水女子大学の M 氏、
青森県立保健大学 Y 氏に謝意を表します。
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