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IPT ユーザーマニュアル 
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IPT Version 2.2 ユーザーマニュアルについても、こちらをご覧ください。それ以外の古いバージョンのユーザ

ーマニュアルは、バージョン履歴のページから入手可能です。 

目次 
 はじめに 

GBIF統合パブリッシング・ツールキットについて  

このマニュアルの使用方法 

 スタートガイド 

要件 

インターネットの接続性 

安定した URL 

メモリー 

ディスクスペース 

Java 

サーブレットコンテナ 

IPTのインストール 

サーバーの準備 

IPTのダウンロード 

サーブレットコンテへの IPTの展開 

IPT アプリケーションの実行 

IPTの初期設定 

IPT セットアップ 

IPT セットアップ II 

スターティング・オーバー 

 クイック・リファレンスガイド 

はじめに 

 共通機能 

ユーザーインターフェース・コントロール 

ファイルのアップロード 

すべてのページに現れるコントロール 

ヘッダー 

フッター 

ホームメニュー (すべてのユーザーに表示) 

パブリックリソース・テーブル 

https://github.com/gbif/ipt
https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin


2016/1/25 IPT2ManualNotes.wiki gbif/ipt Wiki GitHub 

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwincorearchivedocumentation 2/63 

RSS フィード 

登録されているリソースのインベントリ  

リソースホームページ 

バージョン履歴 

リソースメニューの管理(管理者またはマネージャーロールを持つユーザーに表示) 

リソーステーブルの管理 

新しいリソースの作成 

ダーウィンコア・アーカイブのアップロード 

zip形式の IPT リソース構成フォルダーをアップロード   

zip形式の IPT リソース設定フォルダー 

メタデータファイルのアップロード 

既存のリソースの編集 

リソースの概要 

ソースデータ 

データソースとしてのファイル 

データソースとしてのデータベース 

ダーウィンコア・マッピング 

データソースの選択ページ 

データマッピングの詳細ページ 

数値変換ページ  

語彙詳細ページ  

メタデータ 

基本的なメタデータ 

地理的適用範囲 

分類学的適用範囲 

時間的な適用範囲 

キーワード 

関連当事者 

プロジェクトデータ 

サンプリング方法 

引用 

収集データ 

外部リンク 

追加的メタデータ 

公開されたバージョン 

可視性 

リソースの移行 

リソースマネージャー 

リソースの削除 

管理メニュー(管理者ロールを有するユーザーへのみ可視) 

IP設定の構成 

すべてのリソースの公開 

ユーザーアカウントの設定 

新しいユーザーの作成 

既存のユーザーの変更 

ユーザーの削除 

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin


2016/1/25 IPT2ManualNotes.wiki gbif/ipt Wiki GitHub 

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwincorearchivedocumentation 3/63 

GBIF登録オプションの設定 

GBIF 登録の編集 

機関の設定 

機関の編集 

機関の追加 

コアタイプと拡張機能の設定 

拡張機能や語彙の同期 

拡張機能のインストール 

拡張機能の削除 

拡張機能の更新  

IPT ログの閲覧 

メニューについて(すべてのユーザーに表示) 

IPTについて 

引用 

著作権 

ライセンス 

リソース 

ダーウィンコア・アーカイブ文書 

GBIF ヘルプデスク 

GBIF レジストリ 

IPT コードサイト 

IPT開発者向けドキュメント 

IPT GBIF コミュニティサイトの専門家グループ 

IPT問題追跡 

IPT メーリングリスト 

IPTサーバーの準備 

IPTサポートされるデータベース 

IPT試験施設 

リファレンス 

用語集 

 

 

 

 

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin


はじめに 

 GBIF統合パブリッシング・ツールキットについて  

 GBIF統合パブリッシング・ツールキット（IPT）は、自由に利用可能なオープンソースのWeb アプリケーショ

ンであり、これにより以下 4種類の生物多様性関連情報の共有が容易になります: 

1. 主要な分類群の出現データ 

2. 分類群のチェックリスト  

3. サンプリングイベントデータ 

4. データソースに関する一般的なメタデータ 

IPT インスタンスに関しても、登録データとメタデータが IPTを通してGBIFレジストリに接続されます。IPT イン

スタンスは、GBIFネットワークとポータルを介し、コンサルテーションのためにインデックス化されます。これにより、

公共の使用を目的においたアクセスが可能になります。GBIF IPTの詳細については、IPTのウェブサイトで閲

覧することができます。 

地球規模生物多様性情報機構（GBIF）は、2001年、多くの政府の援助を受け設立されたものであり、

世界最大の多国間における取り組みと言えます。GBIFは インターネットを介して、世界の人々が生物多様

性データへ自由にアクセスできることを目的に設立されました。GBIFは関連する国際条約機関との正式なパ

ートナーシップも保持しており、その参加者の多くは国や国際機関が含まれています。その設立理念として、

GBIFは「科学、保全および持続可能な開発の促進」、及びそれに向けた「インターネットを通じて、世界中の

生物多様性のデータへの自由でオープンなアクセス」を謳ってしてます。GBIFについての詳しい情報は、

http://www.gbif.org/.にてご覧に頂けます。 

GBIFが IPTの発展をリードするための背景として、以下に挙げる要因が指摘されてきました。 

 大規模なデータセットを容易に公開・転送するには、過去のパブリッシング・ツールでは限界

(DiGIR,TAPIR, BioCASE)がある。 

 パブリッシャーのサーバーと GBIF サーバーの両方の負荷を、インデックス作成時に軽減する必要

性がある（これは DiGIR、TAPIR または BioCASE からのインデックス付けが、繰り返し HTTP

リクエスト・レスポンス相互作用による重い負荷を引き起こしたため）。 

 生物多様性発生データセットのインデックス付けのプロセスをスピードアップする必要性がある。 

 データ公開を進めるためには、データ・パブリッシャーへの付加的な利益とサービスを提供する

必要性がある。 

 名前のチェックリストとデータセットのメタデータとして、特定の生物多様性に関する種類とデ

ータを公開するためのツールが欠如している。 

マニュアルの使用方法 

このマニュアルには、「背景情報の紹介」「多くのステップ・バイ・ステップのチュートリアル」「“スタートガイド”を

含む完全なリファレンス・ガイドおよびツールに関する様々な要素を詳細に記述するセクション」の 3 つの主

要コンポーネントがあります。 

http://www.gbif.org/ipt
http://www.gbif.org/participation/participant-list
http://www.gbif.org/
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ユーザーは導入部を確認した後、IPT の設置において、役割ごとに異なるそれぞれのセクションを参照し

てください。IPT（とこのマニュアル）は、以下 3種類のユーザーを区別して使用しています。 

 管理者: IPTをインストールし、設定する責任を持つ。管理者は、IPTのインスタンスのすべての要

素を変更することができる。管理者については、「入門」およびリファレンスガイドの「管理者メニュー」の

セクションを参照。 

 リソースマネージャー: リソースを作成、編集、削除、および管理することができる(データセットとメタ

データ)。設定に応じて、GBIFネットワークを介してリソースを公開する登録権を持つことがある。リソ

ースマネージャーは、対処する必要のあるデータの種類(メタデータ、オカレンス、拡張機能を通じた特

殊なデータ型など)に応じて異なるチュートリアルを参照しなければならない。 リファレンスガイドの「リソ

ースメニューの管理」セクションは、リソースマネージャーにとって参考になろう。 

 ベーシックユーザー: IPT インストールで公開されたリソースの閲覧のみ可能。将来の IPT リリー

スでは、さらなる権利を与えられであろう。IPT は単純なWeb アプリケーションとして動作するた

め、更なる説明はこのマニュアルには含まれていません。 

スタートガイド 
このスタートガイドは、初めてIPTインスタンスをインストールし、実行する方のためのもので

す。作動中のIPTの機能のインストールを参照したいのなら、最新の一般リリース・バージョン

の公開テスト・インスタンスを使用することができます（http://ipt.gbif.org/）。その場合、閲覧

することになる画面の使用方法の詳細については、クイック・リファレンスガイドを参照してく

ださい。ソースコードの最新版で作業したい開発者は、GBIF IPT Google Code site wikiの「How 

to Contribute」のセクションを参照する必要があります。 

要件 

インターネットの接続性  

IPTは、それが実行されているサーバーが、一貫性のあるインターネット接続性を有するという

仮定の下に設計されています。IPTの機能の多くはオフラインでも動作しますが、IPTのいくつ

かの機能(GBIF登録、拡張機能のインストール、統制語彙、およびソースデータの外部データ

ベース)は、 外部のインターネットリソースとの通信を必要とします。IPT管理の観点から、イ

ンターネット接続の速度は、通信に影響を与えます。IPT Webアプリケーションへのアクセス

およびローカルイントラネットを越えてのサービスも一貫性ある接続が必要で、特に大規模な

データセットを転送するとき、接続の遅延はこれらの機能に悪影響を及ぼす可能性があります。 

安定した URL 

ダーウィンコア・アーカイブ(参照 http://rs.tdwg.org/dwc/terms/guides/text/)を作成するツールと

しては簡単に使用できますが、IPTは、検出可能およびアクセス可能なインターネットベースの

アプリケーションとサービスを意味します。この機能をサポートするために、IPTがインストー

ルされているサーバーは、安定した URLを介して、アプリケーションやサービスへのアクセス

をサポートできなければなりません。 

メモリー 

IPT インストールをホストしているサーバーは、アプリケーションに対して、少なくとも

256MB の RAMメモリーの利用が必要です。 

ディスクスペース  

IPTアプリケーションによって必要とされるスペースは 20MB未満です。インストール後の IPT

データディレクトリのコンテンツは、IPTで書き込み可能な 1 MB未満のディスクストレージを

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin
http://ipt.gbif.org/
https://github.com/gbif/ipt/wiki/HowToContribute.wiki
https://github.com/gbif/ipt/wiki/HowToContribute.wiki
http://rs.tdwg.org/dwc/terms/guides/text/
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必要とします。しかし、データディレクトリの内容は、リソースが作成されるにつれて、増

加し、 インポートされたデータセットを含むファイルまたはテーブルのサイズとほぼ同等の

スペースが必要になります。比較的大量のデータを発生するデータセットのサイズについて

の妥当な見積りは、レコードごとに 1KB です。IPTの通常の使用は、ログファイルに情報を

追加するもので、これは、経時的に増加しますが、一般的に、最小限のディスク領域を必要

とします。 

Java 

IPT をホストするサーバーは、Java6 がインストールされ、IPTのインストールの前に機能し

ていたバージョンである必要があります。  

サーブレットコンテナ 

IPTアプリケーションは、Jettyと一緒にパッケージ化されており、したがって、さらにサーブ

レットコンテナを必要とはしません。それにもかかわらず、IPTは、すでに使用されている別の

サーブレットコンテナ（例えば、Tomcat）で展開できます。IPTとさまざまなサーブレットコ

ンテナを使用する方法と、IPTの仮想ホスト名を設定する方法については、こちらを参照してく

ださい。 

IPTのインストール 

サーバーの準備 

IPT をインストールする前に、意図されてホストしているサーバーが、上記の

「要件」の下のセクションに記載されている最小仕様を満たしていることを確認

してください。 

 IPT のダウンロード 

IPTソフトウェアの最新リリースは、IPT website からWARファイルとしてダウンロードでき

ます (または Webアプリケーションの ARchive) 。IPTを実行するサーバー上でこのファイル

をダウンロードしてください。開発者またはソースコードの最新版を使用したい方は、GBIF 

IPT Google Code site wikiの How to Contributeのセクションを参照してください。 

サーブレットコンテナへの IPT の展開 

サーブレットコンテナに Web アプリケーションを展開するための通常のプロセスに従って

ください。特定のインストールに関する詳細情報については、wiki ページをご覧ください。 

IPT アプリケーションの実行 

サーブレットコンテナに IPTがうまく展開されると、Webブラウザを介して、サーブレッ

トベースの URL によって決定される末尾に/ipt がある URL(例 http://localhost:8080/ipt)から、

IPT にアクセス可能となります。インストールが成功した場合は、初期 IPT設定ページが

IPT の URL を使用して Webブラウザに表示されます。 

最初の IPT セットアップ 

IPT セットアップ 

IPTを初めて実行するとき、使用する IPTを準備するための、いくつかの簡単な手順が表示され

ます。IPTのセットアップページ(以下、画面イメージを参照してください) は、2ページの最初

の設定ページです。ここで、パブリッシャーはデータのライセンスに関する免責事項を読み、

理解する必要があります。次に、IPTのインストール用のデータを格納できる場所が必要です。

そのページ上で入力される場所の形式は、IPTがインストールされるオペレーティング・システ

ム上のディレクトリへの絶対パスの標準に準拠しています。相対パスはサポートされていませ

ん。例えば、Windows環境では"c:\datadir"のパス、UNIXと Mac OS X環境では"/usr/datadir"な

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin
https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPTServerPreparation.wiki
http://www.gbif.org/ipt
https://github.com/gbif/ipt/wiki/HowToContribute.wiki
https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPTServerPreparation.wiki
http://localhost:8080/ipt)
../../../../datadir
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どのパスを使用してください。IPTは、選択した場所への書き込み権限を必要とします。権限が

ある場合は、パスを、用意されたテキストボックスに入力し、その後「Save」ボタンをクリ

ックしてください。ディレクトリがまだ作成されていない場合、ディレクトリが作成されま

す。適切な書き込み権限で最初のデータディレクトリを作成することが許され、その後、テ

キストボックスにディレクトリへの絶対パスを入力し、「Save」ボタンをクリックしてくだ

さい。 

注 1: 不注意による変更や削除に対して脆弱なデータディレクトリを選択しないでください。

例えば、システムの再起動時に、このフォルダーが空になる可能性があるシステムでは、/ 

tmp は使用しないでください。データディレクトリは、適切な障害復旧計画に合わせて定期

的にバックアップする必要があります。データディレクトリの内容の損失で、IPTインストー

ルへのリソース、ユーザー、およびその他の構成情報とカスタマイズが失われます。 

注 2: 以前に実行していたものと同じバージョンの IPTのデータディレクトリを持っており、そ

の前の設定を使用したい場合(ユーザーとリソースを含みます)、 IPTのセットアップのこの最初

のステップでデータディレクトリの絶対パスを入力することができます(このスタートガイドの

セクション「スターティング・オーバー」も参照してください)。この場合「Save」をクリック

すると、IPTのセットアップ IIというタイトルのページをバイパスし、IPT管理ページを表示し

ます(クイック・リファレンスガイドの「管理メニュー」の画面イメージを参照してください)。 

注 3: 希望の言語が IPTを使用するために利用可能かどうか確認するためには、右上の角の

言語名をクリックします。 

 

IPT セットアップ II 

初期データディレクトリの割り当てステップが成功した場合、IPT をどのモードで実行させるか、

そして、IPTをどのようにインターネットからアクセスさせるかの情報とともに、IPTは、IPT

のデフォルト管理者に関する情報を入力する必要がある第 2設定ページ（下の画面イメージを

参照してください）を提示します。以下は第 2設定ページ上にあるフィールドの説明です: 

 デフォルトの管理者デフォルトの管理者は、IPTのインストールのすべての要素に変更

を加えるための個別のログインと権限を持つことになります。デフォルトの管理者は、

変更を行うに同じ権限を有する他の管理者を含む、追加のユーザーアカウントを作るこ

とができます。管理者を追加および削除することができますが、常に少なくとも一つの

管理者を持つ必要があります。 

Email(電子メール)  IPTインストールのデフォルトの管理者の完全で、有効な

メールアドレス。  

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin
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First name(名) デフォルトの管理者の名。 

Last name(姓) デフォルトの管理者の姓。 

Password(パスワード )デフォルトの管理者のパスワード。 注: IPTアプリケーショ

ンで回復できないので、パスワードは失くさないように、安全でなければなりませ

ん。Verify password(パスワードの確認) 意図したものが入力されたことの確認す

るためのパスワードテキストボックスに入力されたパスワードの正確なコピー。 

 IPT モード  IPTモードは、ホストされたリソースが GBIFによって公共の検索アクセ

スのためにインデックス付けされるかどうかを判定します。GBIFは、IPT管理者は、

登録プロセスを理解するために、最初にテストモードを試した後、 正式なデータ公開の

ためにプロダクションモードで再インストールすることを推奨しています。 警告：ある

インストレーションにとっては、この選択は最終的なもので、後に変更することはでき

ません。テストモードからプロダクションモードへの切り替えまたはその逆は、IPTを

再インストールし、実施したすべての設定を繰り返す必要があります (スタートガイドの

「スターティング・オーバー」セクション参照)。 

IPT モード テストモードとプロダクションモードの間の選択。テストモードでは、

IPTを評価し、または訓練のシナリオでそれを実行するためのもので、登録はテス

トレジストリに入り、リソースがインデックス化されることはありません。テスト

モードでリソースに生成されたすべての DOI（Digital Object Identifier：デジタルオ

ブジェクト識別子）は、テストプリフィクスを使用する必要があり(e.g. 10.5072 for 

DataCite)、 これらは一時的なものであることを意味します。プロダクションモード

は、一方、正式なパブリッシングリソースのためのもので、リソースは GBIFのレ

ジストリに登録され、インデクス付けされます。リソースに生成された DOIは削除

できず、 リソースは公的アクセス可能であることが要求されます。 

 ベース URL 

この IPTのベース URL この IPTインストールのルートを指す URL。URLは、可能

な場合に、自動的に検出されますが、IPTが完全に機能するためには、インターネッ

トを介したアクセスが可能であるようプロダクションシステム内で変更する必要が

あります。ローカルホストを使用するための IPベース URLの設定では、例えば、

IPTのインスタンスを GBIFに登録することができず、IPTを機関と関連させること

ができず、リソースを公的アクセスさせることができません。 

プロキシ URL   IPT がインストールされているサーバーがプロキシサーバーま

たは仮想ホストを介してルーティングされた場合、IPTは host:port 形式のプロ

トコルで URL としてインターネット経由でアクセス可能になるので、それを使

用して、ホストアドレスとポート番号を入力してください。例えば、

http://proxy.gbif.org:8080。 
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ページ上のすべての情報が完全で正確である場合、IPTのセットアッププロセスを完了するた

めに「Save」ボタンをクリックしてください。問題が発生した場合、問題を解決する方法につ

いての推奨とともに、エラーメッセージがページの上部に表示されます。問題が解決された場

合、Webサーバーを再起動すると、それが消えます。セットアップが成功した場合、セットア

ップの成功を確認するページが表示されます。 

 

IPT管理ページを開くには ”Continue” というボタンをクリックします(以下、画面イメージを参

照してください)。そこから IPTの他の構成を実現することができます。続行する前に、管理機

能のすべての説明をご覧ください。この画面に表示されるオプションの詳細については、クイ

ック・リファレンスガイドの「管理メニュー」セクションに記載されています。IPTにデータ

ソースを追加する前に、管理者は、最低でも、IPTの設定を確認し、GBIF登録オプションを設

定し、機関と IPTを関連付ける必要があります。GBIF登録オプションが設定されるまで、

Organization(機関)のボタンは、デフォルトでは無効になっています。 

 

このスタートガイドの手順を完了したら、IPTは、リソース追加の準備ができています 
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 (データセットとメタデータ)。一般的な IPTタスクの実現がいかにして実現されるかを理

解するために複数のチュートリアルを実施してみた方がよいでしょう。IPTのさらなる要素

の詳細な説明については、このマニュアルのクイック・リファレンスガイドを参照してく

ださい。 

スターティング・オーバー 

以下の手順で、IPTを再開、最初のセットアップページから再び開始することは比較的

容易です: 

 最初に、IPTにログインしているユーザーすべてがログアウトする必要があります。 

 IPT によって作成されたフォルダーから datadir.location と呼ばれるファイルを削除

します(通常、IPTベースインストールディレクトリ内の Web INF、最初のセットア

ップのステップで構成された IPTデータディレクトリ内ではありません)。 

 IPTインストールのデフォルトの管理者の情報や知識を有する者が、Webブラウザで

IPTを開く必要があります。これで、再び初期 IP設定ページを表示します(このスタ

ートガイドの「IP設定」セクションを参照)。 

 ユーザーが前回のようにデータディレクトリへの同じ絶対パスを入力した場合、以

前の設定が完全に復元されます。ただし、データディレクトリが最後に使用された

時間と IPTを再開するために使用された時間の間で、IPTのバージョンで互換性のな

いバージョンアップは行われていないと仮定します。 

 以前の IP設定せずに、同じデータディレクトリの位置を希望する場合、そのデータ

ディレクトリの内容は初期 IP設定ページで「Save」をクリックする前に別の場所に

完全に移動または削除される必要があります。 

 まったく新しいデータディレクトリが使用される場合、その後、セットアップは、

このスタートガイドの「IPTの設定」セクションで説明したように正確に進行し

ます。 

クイック・リファレンスガイド 

はじめに 

このクイック・リファレンスガイドは、インストールされ、初めて実行され、そしてスター

トガイドで説明したように機能することがテストされた IPTインスタンスの機能を詳細に説

明します。このガイドの詳細は、IPTのユーザーインターフェースで利用可能な 4つの「メニ

ュー」に対応した 4つのセクションで表されます。いくつかのタブは、適切な権限を持つユー

ザーがログインしているときのみ、表示されます。 

共通機能 

ユーザーインターフェース・コントロール 

ほとんどのユーザーインターフェース・コントロールには、有効および無効の両方のモードがあ

ります。コントロールが有効になっている場合は、クリック(例えば、ボタン)したときに動作が

実行されるか、 あるいは、コントロールにされるべき値に変更がなされます(例えば、テキスト、

チェック、または選択ボックス)。後者の場合、表示されているフォームが保存されるとき、可能

なら、変更が保存されます。これは、「Save」と書かれたボタンをクリックすることにより特定

のページ上で実行されます。無効化されたコントロールも、関連する情報の値を示しますが、そ

の情報は、表示される時点での条件で保存することはできません。ほとんどのユーザーインター

フェース・コントロールの目的は、関連するラベルで示され、それは、コントロールの上部およ

び/または左側に表示されます。時に、補足情報も、関連する情報アイコンからアクセスできます。 

Menu(メニュー)  IPT内で、メニューバーは、ほぼすべてのページ上の GBIFのロゴの下に表示

されます。メニューバーには、メニューを用いてユーザーを基本的なトピックに導くためにあり

ます。メニュー項目は、現在のユーザーがその権限によって参照することが許可されているもの

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin


2016/1/25 IPT2ManualNotes.wiki gbif/ipt Wiki GitHub 

 

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwincorearchivedocumentation 10/63 

 

に基づき表示されます。現在、有効なメニューは、明るく色がついており、無効なメニューは灰

色です。そのトピックのページを開いて、有効化するためには、メニューをクリックします。 

ログイン前または特別な権限を持たないユーザーログイン後のメニューバーで、ホームメニュ
ーは有効: 

 

 

マネージャーの権限を持つユーザーログイン後のメニューで、リソースの管理メニューは有効: 

 

 

管理者権限を持つユーザーログイン後のメニューで、管理者メニューは有効:  

テキストボックス  テキスト情報を表示し入力できます。 

電子メールアドレスのテキストボックスとラベルの例: 

 
 

 

チェックボックス  値を表示し、真 (チェックされたとき) または偽 (チェックされてないと

き)と設定可能。IPTがリソースを公開できることを示すチェックボックスとラベルの例: 

 

 

選択ボックス 値が表示されるか、定義済みの値のリストから選択できるようになる。選択ボック

スには、選択可能な値の代わりに選択について説明テキストが表示されることがある。この場合、

選択は「Select」で開始する(例、"Select a country, territory, or island"「国、地域、または島を選

択」)。それを開いて、可能な値のリストを表示するには、選択ボックスをクリックする。その値

を設定する選択肢のいずれかをクリックする。 

管理者として選択されたユーザー権限の選択ボックスとラベルの例: 

 

リンク 現在リンクしている以外のページを開く。リンクは、同じブラウザウィンドウ(また

はタブ)または別のウィンドウ(またはタブ) に新しいページで開く。 

ログインユーザーのアカウント情報ページへのリンクの例: 

 

 

情報アイコン コントロールの表示の隣にその意図を説明するメッセージが表示される。コント
ロールについてのヘルプメッセージを表示するには、任意のフィールドの隣にあるアイコンをク
リックする。メッセージを消すためには、もう一度それをクリックする。一部の情報メッセージ
はリンクを含み、これを選択した場合、 選択された適切な数値をコントロールに表示する。 

UTF-8のリンクを選択した後の文字エンコーディングのための情報アイコンの例: 

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin


 

ドキュメントアイコン このアイコンは、アイコンが関連付けられた対象の詳細情報ページが
あることを示す。新しいブラウザウィンドウでページを開くには、アイコンをクリックする。 

ゴミ箱アイコン このアイコンはページ上の他のコントロール項目に関連付けられて

いる。アイコンをクリックすると、関連するデータが削除される。 

カレンダーアイコン このアイコンは、日付を表示するテキストフィールドに関連付けられて

います。アイコンをクリックすると、現在選択されている月と年から前後にスクロール可能な

コントロールを持つ小さなカレンダー、すなわち、標準的な New Eraカレンダーに配置されて

いる別の月または年、曜日を選ぶ選択ボックスが開く。特定の日を選択するときは、その日付

を関連するテキストボックスに正しい形式で入力する。 

2010年 12月 31 日が現在の日付だが未だ選択されていない"End Date" でラベルされたテ

キストボックスに関連したカレンダーの例: 

 

ソート可能なテーブル 行が選択した列の値で昇順または降順でソート可能なテーブル。列ヘ

ッダーはリンクとして表示される列のためのラベル。その列の値を使用して、テーブルを並べ

替えるには、列のヘッダーをクリックする。反対方向にテーブルをソートするためには、同じ

列のヘッダーをもう一度クリックする。 

"Name"ラベルで列に昇順でソートされたテーブルの例 

 

"Type"ラベルで列に降順にソートされたテーブルの例 

 

ファイルのアップロード 

ファイルは次の二つの動作時に IPTにアップロードすることができます: 新しいリソー

スを作成するとき、新しいソースデータファイルを追加するとき。 
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IPTは、100MB のアップロードサイズの制限があります。IPTがエクスポート/公開すること

ができるダーウィンコア・アーカイブのサイズに制限はありません。サイズが 100MB より

も大きなデータセットを IPTにロードするため、次の回避策を推奨します: 

・ファイルの圧縮(zip または gzipで) 

・IPTでサポートされるデータベースの一つへのデータのロード 

・ファイルの分割 

すべてのページに表示されるコントロール項目 

このセクションでは、IPTのページのヘッダーとフッターの大部分にアクセス可能な複数の

機能について説明します。 

ヘッダー 

  IPT のヘッダー部は、ページの右上に表示され、使用しているユーザーと使用されている

言語を含む、IPT に関する基本的なコントロールを可能にします。以下は、ヘッダーの二つ

の状態—ログインされている、ログインされていない—を示す画面画像です。 

ログインされてないヘッダー、ユーザーインターフェース言語は英語を選択: 

 

ログインされたヘッダー、ユーザーインターフェース言語は英語を選択: 

 

 

 

 Login(ログイン) この IPTインスタンスですでに作成されたユーザーは、そのページの右

上にメールアドレスとパスワードを入力し、「Log in」リンクをクリックすることでてロ

グインできます。管理者権限を持つ既存のユーザーのみ、新しいユーザーを作成すること

ができます。新規ユーザーを作成するためのプロセスは、見出し「管理者メニュー」セク

ションの「ユーザーアカウントの設定」に記載されています。IPTの初期化処理で、管理

者権限を持つ最初のユーザーが作成されます。 

 Logout(ログアウト) 誰かが IPTにログインしている場合、ログインしている人の電子

メールアドレスが「Logout」リンクとともにページの右上に表示されています。 

 Account(アカウント) このリンクとそれが導くページを表示するには、IPTにログインす

る必要があります。ページには、IPTにログインしていて、変更を可能にする人たちのア

カウント情報の詳細が示されています。このページにあるフィールドの詳細については、

見出し「管理メニュー」セクションの「ユーザーアカウントの設定」に記載されていま

す。 

 Language selection(言語選択) ページの右上隅に IPT が現在、提示している言語名が示

されます。IPTのデフォルト言語は英語です。ユーザーインターフェースの言語は、希望

の言語名を選択して（その言語が利用可能な場合には）変更することができます。GBIF

は、積極的に IPTの他言語への変換を試みています。詳細については、GBIF IPT Google 

Codeのサイトの wikiの How to translateのページを参照してください。 

 

フッター 

 

IPTのフッターセクションは、ページの下部に表示され、IPTのバージョンに関する情報と

重要なリソースへのリンクを含む。 
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 Version(バージョン)－バージョン ページの下部のフッターの左側に、現在実行さ

れている IPT のバージョンが示されています。バージョン情報は、どのような機能

が IPT に含まれており、どのようなバグが存在するかを理解するために使用するこ

とができます。これは、バグレポートを作成する際に要求されるバージョン情報で

す。 

 About the IPT(IPT について)－このリンクは、IPT のバージョン履歴、ロードマッ

プ、取り込まれた統計、さらに関連ドキュメントを含む詳細情報を見ることができ

る IPT ウェブサイトにつながります。 

 User Manual(ユーザーマニュアル)－このリンクは、IPT ユーザーマニュアルの最

新リリースのオンライン版を開きます。 

 Report a bug(バグの報告)－このリンクは、IPTの既知の未解決の問題のリストが表示さ

れます。バグに遭遇したと考えられる場合は、バグがすでに報告されているかどうかを

確認するために最初に既知の問題のリストを参照してください。そこにある場合は、エ

ンジニアが問題を診断しそれを修復するに役立つかもしれない既存のバグレポートに、

コメントとして新しい情報を追加することができます。類似するいかなるバグもリスト

に表示されない場合は、「New issues 」のリンクをクリックし、新しいバグレポートを

作成することができます。バグレポートを入力するとき、使用しているIPTのバージョ

ンを含めることが役立ちます(上記「バージョン」説明参照)。 

 Request new feature(新機能のリクエスト) このリンクは、IPT が現在持っていな

い機能を要求するために、記入できる IPT 問題追跡の特定のフォームを開きます。 

 Copyright(著作権)  IPT ソフトウェアの著作権は地球規模生物多様性情報機構(GBIF)に

よって保持されており、GBIF のホームページへのリンクが提供されています。著作権

とライセンスの詳細は、このマニュアルの「IPT について」で説明されています。 

 

ホームメニュー (すべてのユーザーに表示) 

このページでは、ユーザーは、パブリックリソースのリストを閲覧し、もし存在す

るなら、リスト上のリソースの詳細なメタデータを見ることができます。 

 

パブリックリソース・テーブル 

パブリックリソースがある場合は、次のカラムを持つテーブルに表示されます: 

 Logo(ロゴ )－リソースのロゴ(リソース・メタデータの追加的メタデータ・ページで設

定可能)。  

 Name(名前)－リソース・メタデータのタイトルエントリで与えられるリソースのタイ

トル。名前は、リンクとして表示され、リソースのホームページを開きます(以下参

照)。 

 Organization(機関)－リソースが登録されている機関。リソースが登録されていない

場合、カラムの値は「Not registered(登録なし)」のようになります。 O 機関を登録

し、その下にリソースを登録する詳細については、「管理者メニュー」セクション

の見出し機関の情報を参照してください。 

 Type(タイプ)－リソース・メタデータの基本的なメタデータ・ページ上のタイプの
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ドロップダウンで与えられるリソースのタイプです。 

 Subtype(サブタイプ )－リソース・メタデータの基本的なメタデータ・ペー

ジのサブタイプのドロップダウンで与えられるリソースのサブタイプです。 

 Record(レコード)－リソースの最後に公開されたダーウィンコア・アーカイブのコ

アデータファイル内のデータの行数。 Last modified(最終更新)－リソースが作成され

た日付またはデータやメタデータが最後に更新された日付のいずれかで、より新し

いもの。 

 Last publication(最終公開－最後に公開されたリソースの日付け。 

 Last publication 次期公開－次に公開されるリソースの日付け。 

 

RSS フィード 

IPTは、新しいリソース・バージョンが公開され、リソースが変更されたことを経時的にモニ

ターするために RSS経由の配信をサポートしています。実際には、新しいリソース・バージ

ョンが発信されるたびに、前回のバージョンからの変更内容の要約を表示します(パブリッシ

ャーが変更の要約を入力したと想定し、それ以外の場合はデフォルトの記述となります)。

RSSフィードは、公開されているリソースのリストの下で提供されたリンクをクリックする

ことでアクセスできます。RSSフィードは、標準的な RSSクライアントで読み取ることがで

きます。 

登録されたリソース・インベントリー 

IPTは、登録されたすべてのリソースの JSONインベントリを提供します。この機能は、ユ

ーザーインターフェース上に表示されません。IPTのベース URLに/inventory/datasetを追

加表示するには： http://ipt.gbif.org/inventory/dataset.を参照してください 。GBIFは、目標

とインデックス付けレコード数を比較することによって、適切にリソースをインデックス付

けしているかを監視するために、このインベントリを使用しています。 

リソース・ホームページ 

リソース・ホームページは、リソースの外部ユーザーを対象としています。ホームページ

は、選択されたバージョンのリソースについてすべてのメタデータを一覧表示し、そのバ

ージョンの data/metadataをダウンロードするためのリンクを提供し、リソースのバー

ジョン履歴を表示します。 

リソースのホームページを表示するために、ユーザーは、ホームページ上のリソースのリス

ト内で名前のリンクをクリックすることができます。リソースのホームページへたどり着く

もう一つの方法は、その DOIの使用です：リソースが IPTを経由して DOIを割り当てられ

ている場合、常にそのホームページに到達します。 

管理者権限またはマネージャー権限を持ったユーザーのみがリソースのメタデータを編集する

ことができることにご注意ください。詳細については、「既存のリソースの編集」の見出し

「リソースメニューの管理」セクションの情報を参照してください。 

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin
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バージョンの履歴 

バージョン履歴テーブルはすべての公開されたリソースのバージョンを一覧表示し、ユーザーに

よる経時的なリソースへの変更の追跡と、また、以前のバージョンの data/metadata をダウンロー

ドするのを可能にします。古いバージョンの DWCAを保管するためには、IPTのアーカイブモー

ドを有効にする必要がありますので、注意してください(参照 IPT 設定の構成セクション)。公開的

にアクセス可能なバージョンのみ、外部ユーザーが表示でき、一方、管理者およびリソース・マ

ネージャーは、すべてのバージョンを見ることができます。表のカラムの説明については、以下

の情報を参考にしてください。 

 

表のカラムの説明は次のとおり： 

 Version（バージョン） 公開されたバージョンのバージョン番号、これは、 

major_version.minor_version フォーマットを使用しています。現在表示されているリソ

ースのホームページのバージョンが明確に示されます。特定のバージョンのホームペ

ージを開くには、バージョン番号をクリックします。 注：最後に発行されたバージョ

ンに比較したメジャーなバージョンの変更は、技術的に重要な変更が行われたことを

示す。 

 Published on (公開)－公開されたバージョンがリリースされた日付。 

 Records（レコード）－公開されたバージョンが含まれるレコード数。 

 Change summary（変更要約）－最後に発行されたバージョン以降に変更された内

容の要約。 

 DOI handle（DOI ハンドル）－公開されたバージョンに割り当てられた DOI ハンド

ル。 注： DOI が最後の公開バージョンの DOI と異なる場合、これは科学的に有意な

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin


変更がリソースに行われたことを示す。 

 Last modified by（最終更新）－公開バージョンを最後に更新した IPTユーザー。 

リソースメニューの管理 

(管理者またはマネージャー権限を持つユーザーに表示) 

このページは、適切な権限（管理者およびマネージャー）を有するユーザーによる、

既存のリソースへの変更または新しいリソースの作成を可能にします。 

 

リソーステーブルの管理 

リソースの管理のページを最初に開いたとき、現在のユーザーが変更する権限を持っている既

存のリソーステーブルを示します。これは、そのユーザーによって作成されたものと、このユ

ーザーが他のユーザーによって招待され管理しているものを含みます。名前、機関、タイプ、

サブタイプ、レコード、最終更新日、最終出版物、および次の出版のカラムの詳細な説明は、

パブリックリソーステーブル・セクションの情報を参照ください。また、リソーステーブルの

管理には、以下のリソースに関する基本的な情報のカラムも含まれます： 

 Visibility（表示）－リソースを表示するためのアクセス権を持つユーザーを記述す

るカテゴリー。リソースが「パブリック」の場合、すべてのユーザーがホームペー

ジ上のパブリックリソース・テーブルでそのリソースを見ることができます。リソ

ースが「プライベート」の場合、リソーステーブルの管理において、そのリソース

を作成したユーザー、招待されそれを管理しているユーザー、管理権限を有するユ

ーザーにのみ表示されます。リソースを管理するために他を招待することの詳細は、

「リソースの管理」セクションの見出し「リソースの概要」の下の「リソース・マ

ネージャー」セクションに記載されています。  

 Author（著者）－リソースを作成した IPT ユーザー 

新しいリソースの作成  

リソーステーブルの管理の下にあるのは、新しいリソースを作成するために使用できるフォー

ムです。第 1 に、ユニークな「短縮名」をリソースに与えなければなりません。この短縮名は

IPTインスタンス内のリソースを一意に識別するために使用され、インターネットを介してリ

ソースにアクセスするためにURL内で使用されます。短縮名は、3文字以上の長さが必要で、

英数字は使用できますが、ハイフンやアンダースコア以外の空白または句読点を使用すること

はできません(例、 "firstresource" または "first_resource"は可、しかし"first resource" または 

"firstresource!"は不可)。第 2に、オプションのリソースタイプを与えることができます。オプ

ションのアーカイブ・リソースがロードされるとき、タイプは自動的に決定され、この選択が

上書きされることに注意してください(以下、参照) 。第 3に、オプションのアーカイブ・リソ



ースをアップロードすることができます。次のセクションでは、新しいリソースから派生する

アーカイブ・リソースの 3つの異なるタイプについて説明します： ダーウィンコア・アーカイ

ブ、zip形式（.zipファイル）の IPTリソース設定フォルダー、メタデータファイル。 

もちろん、常に、既存のアーカイブされたリソースをロードすることなしに、まったく新し

いリソースを作成することもできます。このオプションを使用し、IPTフォームを介して、

ソース・データファイルのアップロード(またはデータベースへの接続) と適切な拡張子の項

への本書に記載されたフィールドのマッピングなど、そのリソースの設定全体を作成する必

要があります。IPT には、100MB のファイルアップロード制限がありますのでご注意くださ

い。しかし、IPT がパブリッシュ/エクスポートすることができるダーウィンコア・アーカイ

ブのサイズに制限はありません。ファイルのアップロードの制限を回避する方法については、

ファイルアップロードのセクションを参照してください。 

上記の新しいリソースの短縮名を入力することで開始し、その後、「Create」ボタンをクリッ

クしてください。これで、リソースの概要のページが開きます。「リソースの概要」セクショ

ンの下の「リソースの管理メニュー」の見出しの説明に基づいて、リソース管理のページのセ

クションを進めてください。 

ダーウィンコア・アーカイブのアップロード 

IPTは、100MB までのサイズの有効なダーウィンコア・アーカイブ・ファイルをインポート

することができます。ダーウィンコア、ダーウィンコアのアーカイブに関する情報は、IPT

の使用に関する詳細な情報とともに、ウェブサイトに掲載されています

(http://rs.tdwg.org/dwc/terms/guides/text/)。ダーウィンコア・アーカイブからインポートする

には、「Choose File」と書かれたボタンをクリックし、その後、目的のアーカイブファイル

に移動して、選択します。ファイルを選択した後、その名前が「Choose File」ボタンの横に

表示されます。 

 

「Create」ボタンをクリックします。選択したファイルのインポートに問題がある場合、エラ

ーメッセージでユーザーに警告します。インポートが成功した場合、リソースの概要のページ

の上部に情報メッセージが表示され、インポートプロセスの結果を説明します。 
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Zipされた IPT リソース設定フォルダーのアップロード 

圧縮された IPTリソース設定フォルダーからリソースのコピーを作成することが可能です。唯

一の条件は、互換性のある IPTバージョンの下で作成されなければならないということです。

事実上、これはすべてのリソースのメタデータ、ソースデータ、およびマッピングをコピーし

ます。リソースの登録情報、バージョン履歴、DOI、バージョン番号、マネージャー、パブリ

ケーションステータス、作成日、最後の出版日付はコピーされず、短縮名も保存されません。 

これを行うには、以下の指示に従ってください： 

1. コピーしたいリソースに対応するリソース設定フォルダーを見つけます。リソース設定フ
ォルダーは、$data-directory/resources folderの内部に格納され、リソースの短縮名が付け
られています。たとえば、リソースの短縮名が"ants"である場合、$data-directory/resources 
folder/antsとして見つけることができます。 

2. リソース設定フォルダーを解凍します： ants/ -> ants.zip 

3. 「リソースメニューの管理」ページの「新しいリソースの作成する」セクションにて： 

i. 新しいリソースの短縮名を入力します。それがまだ IPTに存在しない場合、zip形

式のリソースの短縮名を保持することができます。 

ii. 「Choose File」ボタンをクリックして、目的の zip形式のリソース設定フォルダー

へ移動して、選択します。 

iii. ファイルを選択した後、その名前が「Choose File」ボタンの横に表示されます。

「Create」ボタンをクリックします。選択したファイルのインポートに問題がある場合、

エラーメッセージでユーザーに警告します。インポートが成功した場合、リソースの概

要ページが開き、新しいリソースに zip形式のリソースからすべてコピーされたリソー

スのメタデータ、ソースデータ、およびマッピングが表示されます。 

メタデータファイルのアップロード 

IPTは、GBIFメタデータプロファイルに準拠した有効なデータセットのメタデータファイルを

インポートおよびエクスポートできます。GBIF EML メタデータプロファイルに関する情報は、

GBIFメタデータプロファイル・リファレンスガイドに記載されています。GBIFメタデータプ

ロファイル・ダーウィンコア・メタデータに準拠するメタデータのドキュメントを著作する方

法についての情報は、GBIFメタデータプロファイルの How to Guideに記載されています。メ

タデータファイルをインポートするためには、リソースタイプの”metadata-only”を選択し、

「Choose File」をクリックし、メタデータファイルへ移動し、目的のメタデータファイル選

択します。ファイルを選択した後、その名前は「Choose File」ボタンの横に表示されます。 

 

「Create」ボタンをクリックします。選択したファイルのインポートに問題がある場合、エラ

ーメッセージでユーザーに警告します。インポートが成功した場合、リソースの概要のページ

は、メタデータが事前設定されたことを表示されます。これはメタデータのみのリソースであ

るで、ソースデータとマッピングセクションは隠されたままです。後に、主要なデータセット

を追加する場合は、基本的なメタデータ・ページでメタデータのリソースの種類を変更します。 

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin
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既存のリソースの編集 

既存のリソースのテーブルは、現行のユーザーが編集できるリソースのみを示しています。

リソースを編集するには、リソースのテーブル内でリソースの名前をクリックします。リン

クは、選択したリソースの概要ページを開きます。リソースのさまざまな要素を編集する方

法の詳細については、「リソースの概要」の下の「リソースの管理メニュー」の見出しの説

明を参照してください。 

リソースの概要 

このページには、管理者権限を有するユーザーがリソースの構成のさまざまな要素に変更を加

えることを許可します。リソースの名前は、ページの最上部でメニューバーの下に表示されま

す。リソースがタイトルを与えられていない場合は、リソースの短縮名がページの上部に表示

され、タイトルとして代わりに機能します。リソース名の下に、左側にリソース設定のカテゴ

リーを示すテーブル、右側にそれに対応する説明を示す表があります。テーブル全体の情報ア

イコンは、各カテゴリーを使用する際に管理者を支援します。次のセクションで詳細に説明す

るように、これらのカテゴリーの各々は別々に構成されています。 

 

ソースデータ 

リソースの概要のページのこの領域で、ユーザーは IPTにファイルやデータベースからプライ

マリデータをインポートすることができます。リソースがソースデータを持っていない場合に

は、データセットやコレクションに関する情報を持つが、いかなるプライマリデータも持たな

い、メタデータのみのリソースとみなされます。ソースが互いに関連している場合、一つのリ

ソースを複数のデータソースに接続させることが可能です。複数のデータソースの関連につい

ての詳細は、ダーウィンコアテキストの実装ガイドのガイドセクションで説明されています。

データベースソースまたはテキストファイルからソースデータを選択する予備的なステップに

ついての説明は次のとおりです： 

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin


2016/1/25 IPT2ManualNotes.wiki gbif/ipt Wiki GitHub 

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwincorearchivedocumentation 19/63 

データソースとしてのファイル 

IPTは、圧縮されていない区切られたテキストファイル(CSV、タブ、および他の区切り文字を使

用したファイル)、または zipまたは gzipで圧縮された同等のファイルをインポートできます。

Excelファイルもサポートされています。「Choose File」というボタンをクリックしてインポー

トするファイルへ移動し、選択します。ファイル名は、英数字（A-Z、0-9）、ホワイトスペース、

アンダースコア、ピリオド、括弧、およびハイフンのみで構成することができます。ファイルを

選択した後、その名前は「Choose File」ボタンの右側に表示されます。任意のデータソースを選

択する前にファイルの選択を解除し以前の状態に戻るには、「Clear」ボタンをクリックします。

また、ソース・データファイルの詳細ページを開くには、「Add」クリックしてください(同じ名

前のファイルを上書きする危険性がある場合には、ダイアログが開き、実際にそれを上書きして

よいかユーザーに確認します)。このページは、ファイルの特性(可読性、検出された列の数、ファ

イルへの絶対パス、ファイルサイズ、検出された行の数、およびファイルが最後に IPTにロード

された日付)の要約情報とともにリソース名を示します。ソース・データファイルの詳細ページで、

ユーザーは、選択されたファイルの内容を記述するパラメータを表示および編集でき、これらの

設定を用いて、ファイルを分析およびプレビューすることができます。 

 

 Source Name （ソース名）－選択したファイル名、ファイル拡張子なし。 Readable

（可読）－このアイコンは、このページに表示されるファイル形式を使用してデータ

にアクセスできるかどうかを示します。  

 Columns（列）－このページのパラメータを使用して設定されたデータセット内の列

数。 

 File（ファイル）－データソースとして使用するファイルの場所への完全なパス。 

 Size（サイズ）－ファイルサイズ。 

 Rows（行）－データファイルで見つかった行の数。（注：この番号は、すべてのレ

コードが識別されているかどうかを確認するのに役立ちます。） 

 Modified（修正）－いつ最後に保存されたかを示すファイルの日付スタンプ。 

 Source log（ソースログ）－このリンクは、このページに含まれる情報を使用してフ

ァイルを処理する際に作成されたログファイルをダウンロードします。欠損データや

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin
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予期しないフォーマットなど、ファイルの処理中に発生した問題がこのログファイル

にあります。 

 Analyze（分析）－このページ上のデータベース接続設定に基づいてデータの要約を

生成するには、このボタンをクリックします。分析は、データベースが読み取り可能

であるかどうかと、そうであれば、SQL文の結果にある列の数を示す。 

 Preview（プレビュー）－このページ上のデータベース接続設定に基づいて、デ

ータの解釈を確認するには、このボタンをクリックします。 

 Number of Header Rows（ヘッダ行数）－ファイルに列名が含まれていない場合

は 0、ファイルにヘッダー行が含まれている場合は 1 を返す。 

 Field Delimiter（フィールドデリミタ）－データの列間の区切りを表す文字または

文字列。 

 Character Encoding （文字コード） –データ内の文字のバイト単位の定義を決定

するシステム（例、キリル文字を参照する ISO 88595）. 

 Field Quotes（フィールド引用）－データの列の内容を囲むために使用される単一

の文字（または none）（例、or ）。その内容が改行文字（\ n）またはキャリッジリ

ターン（\ r）を含んでいる場合は、列は適切に囲まれてないことに注意してください。 

 Multi-value Delimiter（複数値デリミタ）－複数値フィールド内の値を区切る単一

の文字（例、 | or ;）. 

 Date Format（日付形式）－日付データ型のフィールドのフォーマットを記述するコ

ード（例、YYYY-MM-DD 、ダッシュで区切られた 4桁の年、2桁の月、および 2桁

の日）。 

 Selected Worksheet （選択したワークシート）－（Excelファイルのみ） このド

ロップダウンは Excelファイル/ブック内のすべてのワークシートの名前を一覧表示

します。ただ 1つのワークシートが、データソースとして使用することができ、最

初のワークシートがデフォルト設定されています。 

ファイルが正しく解釈されるように、データソースのパラメータを設定した後、この設定を保

存するために「Save」ボタンをクリックしてください。保存が成功した場合、リソースの概要

のページが開き、その右側の列は、ソース・データファイルに関する概要となります。右側の

列のソース・データファイルの情報には「Edit」ボタンがあり、これで、ユーザーはソース・デ

ータファイルの詳細ページを再度開くことができます。 

 

ユーザーがこのソースを削除したい場合、ソース・データファイルの詳細ページを再度開い

て、「Delete source file」ボタンを押すことができます。しかし、このファイルに関連付け

られているすべてのマッピングも削除されることに注意してください。 

ソースデータが複数のテキストファイルからなる場合、各ファイルをインポートするために、

このセクションで説明したプロセスを繰り返すことができます。複数のテキストファイルを

持つ ZIP圧縮フォルダーで複数のソースファイルを追加するためにまとめてインポートする

こともできます。 

データソースとしてのデータベース 

IPTは、テーブルまたはビューからデータをインポートするためにデータベース接続を使用す

ることができます。サポートされているデータベース接続のリストは、IPTプロジェクトの

wiki のサポートされているデータベースのページに与えられています。データソースとして

データベースを構成するには、リソースの概要のページのソースデータ領域の左側の列の

「Connect to DB」ラベルのボタンをクリックしてください。するとソース・データベースの

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin


詳細ページが開きます。 

ソース・データベースの詳細ページには、データベースの特性(可読性、検出された列の数)の

概要とともにリソース名が示され、ユーザーがデータベースからデータにアクセスする、な

らびに、ファイルを分析およびプレビューする方法を記述するパラメータを表示し編集できま

す。 
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 Source Name （ソース名）―データソース名。ファイルデータソースとは異なり、

編集でき、ユーザーによって名前を与えることができます。 

 Readable （可読性）―このアイコンは、このページに表示されるファイル形式を使

用してデータにアクセスできるかどうかを示す。 

 Columns （列）―このページのパラメータを使用して設定されたデータセット内の列

数。 

 Analyze （分析）―このページ上のデータベース接続設定に基づいてデータの要約を

生成するには、このボタンをクリックします。分析は、データベースが読み取り可能

であるかどうかと、そうであれば、SQL 文の結果にある列の数を示す。 

 Preview （プレビュー）―このページ上のデータベース接続設定に基づいて、データ

の解釈を確認するには、このボタンをクリックします。 

 Database System （データベースシステム）―データを取得するために IPT が接続する

必要があるリレーショナルデータベース管理システム。ホストであるデータベース

サーバーのアドレスは、必要に応じてデフォルト以外のポート番号を含む （例、

localhost または mysql.gbif.org:1336）。ODBC 接続の場合は、必要ありません。 

 Database （データベース）―データベース管理システム内のデータベース名、または

ODBC 接続用の DSN 名。 

 Database User （データベースユーザー）―データベースへの接続するためのデータベー

スユーザーの名前。  

 Database Password （データベースパスワード）― データベースユーザーがデータベー

スに接続するためのパスワード。 

 SQL Statement （SQL 文）―ソース・データベースからデータを読み取るために使用

される構造化照会言語ステートメント。文は、設定されたデータベースへ、そのまま

送信され、サポートされている場合、 FUNCTIONS、GROUP BY STATEMENT、LIMITS、

または UNION などのデータベースの任意のネイティブ機能を使用することができます。

例： SELECT * from specimen join taxon on taxon_fk=taxon.id 。大規模なデータソースを

テストするときは、クエリによって返される行数を制限するために、SELECT 文に適切

な言語を含めるのが良い。例：MySQL で、 SELECT * from specimen join taxon on 

taxon_fk=taxon.id LIMIT 10 。文が完全にダーウィンコア・マッピングでテストされてい

た場合（クイック・リファレンスガイドの次のセクションを参照）、完全に意図され

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin
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たデータセットを返すように SQL 文を変更します。Character Encoding （文字コード）

― データ内の文字のバイト単位の定義を決定するシステム （例、 Latin1、UTF-8 ）。 

 Date Format（データフォーマット）―日付データ型のフィールドのフォーマットを記述

するコード （例、YYYY-MM-DD 、ダッシュで区切られた 4 桁の年、2 桁の月、および

2 桁の日）。 

 Multi-value Delimiter（複数値デリミタ）―複数値フィールド内の値を区切る単一の

文字（例、 | or ;）. 

データが正しくアクセスされるようにデータソースのパラメータを設定した後、この設定を

保存するために「Save」ボタンをクリックしてください。保存が成功した場合、リソースの

概要のページが開き、ソースデータエリアの右側の列内にデータに関する情報が表示されま

す。「Edit」ボタンもソースデータの情報を表示し、そこで、ユーザーはソース・データベ

ースの詳細ページを再度開くことができます。 

ダーウィンコア・マッピング  

リソースの概要のページのこの領域では、ユーザーによる、入力データ内のフィールドのイ

ンストールされたエクステンション機能のフィールドへのマッピング、およびソースのフィ

ールドがマッピングされていないかの確認を可能にします。少なくとも一つのデータソース

が正常に追加され、かつ少なくとも一つのエクステンション機能がインストールされるまで、

このオプションは使用できません。 

これらの条件が満たされた後、ダーウィンコア・マッピング領域の左側のカラムに、インス

トールされたコアタイプとエクステンションのリストを含む選択ボックスが表示されます。

マッピングするためのエクステンションを選択する前にコアタイプを選択して、それをマッ

プします。データソース内でマップするものと一致するフィールドを持つ適切なエクステン

ションを選択します。適切なコアタイプまたはエクステンションが選択ボックスに表示され

ない場合は、まずそれをインストールする必要があります。エクステンションをインストー

ルする方法の説明について、「管理メニュー」セクションの見出し「コアタイプとエクステ

ンションの設定」の情報を参照してください。 

必要なコアタイプまたはエクステンションが選択されてから、「Add」ボタンをクリックして
データソースの選択のページを開いてください。 

 

データソース選択ページ 

このページでは、エクステンションをサポートするように作られているデータの種類を説明

し、そして、設定されたデータソースのすべてのリストを含む選択ボックスを示します。 注 

1: リソースは 1 コアタイプを使用する必要があります：リソースの基本が分類名である場合、

「ダーウィンコア・チェックリスト」を選択してください、またはリソースの基本が本質的

にオカレンス（観察）またはコレクション（標本）である場合、「ダーウィンコア・オカレ

ンス」を選択してください。必要なコアタイプがマッピングされてからのみ、他のエクステ

ンションのマッピングが可能となります。 注 2: マップされたコアタイプとは異なる限り、エ

クステンションとして別のコアタイプをマップすることが可能です。
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マップするデータソースを選択し、「Save」ボタンをクリックしてください。これで、デー

タマッピングの詳細ページが開きます(実際のマッピングのためには、以下のデータマッピン

グの詳細ページへスキップしてください)。 

新しいマッピングは、追加されると、ダーウィンコア・マッピング領域の右側のカラムに表

示されます。この領域には、コアタイプ・マッピングとエクステンション・マッピングに分

かれたすべてのリソースのマッピングのリストが含まれます。それを修正するためには、マ

ッピングの横にある「編集」ボタンをクリックし、 または、マッピングをプレビューするた

めには、プレビューアイコンをクリックします。リソース・マネージャーへは、新しいバー

ジョンを公開する前にすべてのマッピングのプレビューをお勧めします。 

データマッピングの詳細ページ 

データソースとコアタイプまたはエクステンションの間のマッピングが作成された後、この

ページが開き、ステータス・メッセージが表示されます。これは、データソースのフィール

ドがエクステンションのフィールドに自動的にマッピングされた数を示します。フィールド

名が、すべて小文字に変換されていて、互いに一致する場合、フィールドは自動的にマッピ

ングされます。 

 

データマッピングのページでは、ユーザーはこの IPT リソースを介してアクセス可能なデータ

が選択したエクステンションに基づいてどのように設定されるかを正確に指定することができ

ます。ページの上部に、ソースデータがマッピングされているエクステンションの説明があり

ます。ソースデータ名は、ソースデータページの編集へのバックリンクです。エクステンショ

ンの名前は、エクステンションの説明へのリンクです。 

ページの左側のサイドバーには、そのページのフィールドを表示および非表示にするエク

ステンションとフィルターの組み合わせからなる関連するフィールド（クラス/グルー

プ）の特定のセットにジャンプするためのリンクがあります。 

サイドバーの右側に、2 カラムからなる情報の行があります; 最初のカラム（左側）は、エクス

テンション内のフィールドの名前を一覧表示し; 第 2 カラム（右側）は、エクステンションのフ

ィールドに含まれる値を設定するためのコントロールのセット（選択ボックス、テキスト）で

す。フィールド名がソースデータ・フィールドの選択ボックスで選択される場合は、「Source 
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Sample」と書かれたテキストと「Translation」と書かれたボタンが、その下に表示されます。デ

ータマッピングテーブルの右側のカラムに表示されるコントロールの説明は以下のとおりです: 

 データソースフィールド選択ボックス－左側の選択ボックスは、空白、またはデータ

ソースのフィールド名を含んでいます。IPT は、データソースのフィールド名に一致

するエクステンションのフィールド名の可能な限り多くの選択肢が記入されています。

残りのソースフィールドの選択ボックスがすべて空白のままであることは、エクステ

ンションフィールドがソースデータ・フィールドにマッピングされていないことを意

味します。フィールド名が選択された場合、リソースは、リソースが公開されたとき

に、IPT によって作成されたダーウィンコア・アーカイブ内のエクステンションフィ

ールドの値として、ソースデータのそのフィールドの値を使用します。 

 データソースフィールド選択ボックス－ ID フィールド－このフィールドは、ソースデータ・フ

ィールドに一致させるか、あるいは「No ID (ID なし)」に設定することができます。

No ID は、そのフィールドがソースデータ・フィールドにマップされないことを意味

します。ID フィールドは、二つのソースのレコードのリンクに必要とされます。ID

は「行番号」または「UUID ジェネレータ」から自動生成できますが、ソースを分類

コアタイプの TaxonID フィールドにマップするとき、この特性は排他的に利用可能

なものとなります。 

 定数値のテキストボックス－データソース内の各レコードの単一の値に、任意の非識別

子エクステンションフィールドの公開値を設定するには、ソースフィールド選択ボ

ックスの右に、テキストボックス内のエクステンションフィールドに必要な定数を

入力します。テキストボックスを有効にするには、ソースフィールド選択ボックス

で、値が選択されていないことを確認します。例: 

 

 定数制御値選択ボックス－エクステンション・フィールドの右側のカラムが、

テキストボックスではなく、第 2 の選択ボックスである場合は、フィールドは

統制語彙によって支配されていることを意味します。この場合は、テキストボッ

クスに定数を入力する代わりに、一定の値として使用する語彙リストから値を選

択します。 

 

 リソース DOI の使用－(特別な定数制御値) リソース DOI に等しい datasetID の

デフォルト値を設定することが可能です。このオプションは、オカレンス・エク

ステンションなど、ダーウィンコアのタームの datasetID を持つエクステンショ

ンのみに適用されます。チェックボックスを有効にするには、かならず、ソース

データ・フィールドが選択されていないように、かつ定数値が入力されていない

ようにします。 

 

 語彙詳細ボタン統制語彙によって支配されているエクステンションフィールドは、

制御値選択ボックスの横にアイコンを持つ。このアイコンをクリックすると、

様々な言語での説明や代替同義語を伴うエクステンションフィールドの可能な値

のリストが上にある新しいブラウザタブで、語彙の詳細ページが開きます。 

 Source Sample（ソースサンプル）－この領域は、ソースデータの選択したフィ

ールドの最初の 5 つのレコードの実際の値を示します。値はスペースと文字'|'で

区切られています。これは、ソースデータ・フィールドの内容が、マッピングさ

れているエクステンションフィールドとして適切かどうかを、ユーザーが理解す

るのに役立ちます。 

 

 Translate（変換）－このボタンをクリックすると、値の変換ページが開きます。

このページ上で、ソースデータの選択フィールド内の個別値が、このデータリソ
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ースに対して IPTによって生成されたアーカイブ内の新しい値に変換されます。

変換が入力され、保存された後、データマッピングページが再び現れ、

「Translate」ボタンに代わって、元の値と異なる値を持つ変換がある場合に、そ

の値の数を表示するリンクとしてテキストを表示します。このリンクをクリック

すると、このエクステンションフィールドの値の変換ページが再度開きます。 

 Filter (フィルター)－フィルターを用いると、ユーザーによるソースデータ・フィール

ドのいずれかの条件セットに一致するレコードだけを含めることができます。フィル

ターを使用するには、まず、After Translation（変換後）あるいは Before Translation

（変換前） （つまり、ソースデータに変換が適用された後あるいは前－変換の詳細に

ついては前述の変換のセクションを参照のこと）のいずれにフィルターを適用したい

のかを、ドロップダウンから選択します。それから、左の選択ボックスを使用して、

基準のもとになるフィールドを選択します。右のテキストボックスには、ソースデー

タ・フィールドの値と比較するための値を入力します。値には句読点を含めないでく

ださい。第 2 の選択ボックスで、ユーザーは下記の中から比較演算子を選択すること

ができます: 

○ IsNull （ゼロ）－この演算子は、ソースデータ・フィールドが空の場合に、真。この
場合、右のテキストボックスに値は不要です。テキストボックスに値がある場合
には、無視されます。 

○ IsNotNull （ゼロ以外）－この演算子は、ソースデータ・フィールドが空でない場合
に、真。この場合、右のテキストボックスに値は不要です。テキストボックスに
値がある場合には、無視されます。 

○ Equals(等しい) －この演算子は、ソースデータ・フィールドが右のテキストボック
スの値に等しい場合に、真。等しいかどうかは、文字カラム照合に基づいて評価
されます。よって、あるレコードのデータソースの値が 2.0で、テキストボック
スの値が 2である場合、そのレコードはフィルタリングされたデータセットに含
まれることはありません。 

○ NotEquals （等しくない）－この演算子は、ソースデータ・フィールドが右のテキ
ストボックスの値に等しくない場合に、真。等しいかどうかは、文字カラム照合
に基づいて評価されます。よって、あるレコードのデータソースの値が 2.0で、
テキストボックスの値が 2である場合、そのレコードはフィルタリングされたデ
ータセットに含まれることになる。 

 

 Required fields(必要なフィールド)－コアタイプまたはエクステンションのためにマッ

ピングされなければならない必要なプロパティがある場合は、その名称が強調表示さ

れます。basisOfRecord がオカレンスコアにマッピングされていない場合、

basisOfRecord のパブリケーションが失敗することに注意してください。また、ID フィ

ールドに 2 つのソースをリンクするときにのみ必要な特別なケースがあります。 

ページの上部および上記の 2カラムのエクステンションについての説明情報に加えて、データマ

ッピングページには、次のセクション、リンク、およびボタンがあります: 

 Resource Title(リソースタイトル)－このリンクをクリックすると、保留中の変

更のどれも保存せずに、リソースの概要ページへ移動します。 

 Hide unmapped Fields(マップされていないフィールドの非表示)－このフィルター/

リンクは、このページのビューからまだマッピングされていないすべてのフィール

ドを非表示にし、完成したマッピングを使用しているものだけを残します。マッピ

ングされていないフィールドを再び表示するには、「Show all」リンクをクリックし

ます。 

 Show all fields(すべてのフィールドの表示)－このフィルター/リンクは、すでにマ

ッピングしたかどうかに関わらず、すべてのフィールドを表示します。このリンク

は、「Hide Unmapped Fields」のリンクが呼び出された後のみ、表示されます。 

 Hide redundant classes(冗長クラスの非表示)－このフィルター/リンクは、このペー

ジのビューから冗長なタームのクラス/グループに属するすべてのフィールドを非表
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示にします。クラスが冗長なのは、既にコアエクステンションに含まれている場合で

す。冗長なクラスに属するこれらのフィールドを再び表示するには、「Show all 

classes」リンクをクリックします。このリンクは、「Show all classes」リンクが呼び出

された後のみ、表示されます。 

 Show all classes(すべてのクラスの表示)－このフィルター/リンクは、冗長クラス/

グループに属するすべてのフィールドを表示します。このリンクは、「Hide 

redundant classes」リンクが呼び出された後のみ、表示されます。 

 Save(保存)－多数存在しうる「Save」ボタンのいずれかをクリックすると、そのペ

ージの保留中の変更を確定します。 

 Delete(削除)－このボタンをクリックすると、マップされたフィールドだけで

はなく、データソースへのマッピング全体を削除し、リソースの概要のページ

に戻ります。 

 Back（戻る）－このボタンをクリックすると、最後に保存して以降になされた

すべての変更を破棄し、リソースの概要のページに戻ります。 

 Unmapped columns(マップされていないカラム)－このセクションは、マッピング

されていないソースファイル、テーブル、またはビューのカラムのリストを表示し

ます。このリストは、マッピングされるべきソースのすべてがマッピングされたか

どうかを確認するのに役立ちます。 

 

Redundant term classes(冗長タームクラス)－このセクションは、タームが冗長なクラスの

リストを含み、これらのクラスが既にコアエクステンションに表示されていることを示す。

理想的には、コアエクステンションにマッピングされているタームは、エクステンションで

再びマップしなおす必要はありません。冗長タームの非表示は、ユーザーにとってマッピン

グページが使いやすくなる追加的な利点もあります。 

 

Value Translation page(値変換ページ) 

このページを初めて開いたとき、1000個の値まで、ソースデータで選択したフィールドの個別
値の数を与えるメッセージが、上部に表示されます。ページには、名前と、変換が行われている
対象のエクステンションフィールドの説明が表示されます。フィールドは統制語彙によって支配
されている場合は、その語彙についての情報と語彙の詳細ページを開くアイコン（上記の語彙の
詳細ボタンの説明を参照のこと） がフィールドの説明の下に表示されます。 

フィールドの説明の下には、 カラム「Translation Value」の下にテキストボックス、カラム

「Source Value（ソースの値）」の下にソースデータのフィールドの個別の値を示すテーブル

があります。変換すべきソースの値をテキストボックスに入力します。変換値のテキストボ

ックスの左のアイコンは、提供された値がこのタームの語彙に存在するかどうかを、示して

います。 
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次のボタンセットによって上下の表の境界を操作します: 

Save(保存)－このボタンをクリックすると、このページで行われたすべての変更を保存

し、データマッピングのページに戻ります。 

Delete(削除)－このボタンをクリックすると、このフィールドのすべての変換を削除

し、データマッピングのページに戻ります。 

Reload(リロード)－このボタンをクリックすると、個別の値のために再度ソースデータを

検索します。既存の変換が保持され、ソースデータの新しい個別の値はいずれも、変換

されずに一覧に表示されます。 

Automap(オートマップ)－このボタンは、フィールドが統制語彙によって支配されている

場合にのみ表示されます。このボタンをクリックすると、既知の同義語に基づく標準値

で自動的に変換値を与えます。既知の同義語がないソースデータの値は、空白のまま

になります。 

Cancel(キャンセル)－このボタンをクリックすると、値の変換ページは、ほどこされた

変更はどれも保存されずに閉じます。 

語彙の詳細ページ 

このページには、語彙内の概念のリストを示しています。マッピングデータの文脈では、エ

クステンションフィールドのために使用され得る値のリストを示しています。各概念は説明、

（様々な言語での）その望ましい同義語、さらに、（様々な言語での）任意の代替同義語か

らなります。 

 

メタデータ 

リソースの概要のページのこの領域は、ユーザーによるリソースのメタデータの編集を可能に

します。左のメタデータパネル内の「Edit」のラベルがついたボタンをクリックすることで、

メタデータが編集可能となります。右のパネルは、メタデータが最後にいつ変更されたかを表

示します。すべてのリソースは、i) GBIF ネットワークに公開されて、 ii) DataCite/ EZID に登録さ

れる（つまり、DOI が割り当てられる）ために、最小セットの記述メタデータを必要とします。 
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必要なメタデータのいずれかが欠落している場合、そのページのメタデータ領域の警告メッセー

ジとともに、リソースの概要のページが開きます。 

 

「Edit」ボタンをクリックすると、一連のメタデータ・ページの最初のページ、メタデータの基

本・ページが開きます。任意のメタデータ・ページ上で入力が終了し、「Save」ボタン＋をク

リックするたびに、各ページは順に表示されます。メタデータ・ページの最後でメタデータを

保存すると、メタデータの基本のページへ戻ります。任意のメタデータ・ページで「Cancel」と

書かれたボタンをクリックすると、そのページで行った変更はいずれも破棄されて、リソース

の概要のページに戻ります。各メタデータ・ページの右側のカラムには、容易な参照とナビゲ

ーションのためのすべてのメタデータ・ページへのリンクのリストがあります。そのトピック

のメタデータ・ページを開くには、リンクをクリックしてください。 

 

メタデータ・ページとその内容のリストを以下に示します: 

基本的なメタデータ 

このページのすべてのメタデータ・フィールドが必要です。連絡先として、少なくとも

姓と職位、あるいは所属名を指定する必要があることに注意してください。 
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 Title(タイトル) －リソースのタイトル。このタイトルは、IPT 全体を通してリソースの名前として

表示されます。タイトルは、GBIF レジストリにも表示されます。 

 Publishing Organisation(公開機関)－このリソースの公開（作成、出版、保持）について責任のあ

る機関。このリソースを GBIF に登録するとき、および DOI 登録時にメタデータを提出するとき、

リソースの公開機関としてこれが使用されます。また、リソースの引用を自動生成するために使用

される（自動生成がオンになっている場合）ので、 この役割の重要性を考慮してください。目的の

機関がリストに表示されない場合には、IPT 管理者による追加が可能です（「管理メニュー」セク

ションの見出し「機関の設定」の情報を参照してください）。リソースの GBIF への登録または DOI

の割り当て後では、選択を変更できないことにご注意ください。 

 Update Frequency(更新頻度)－最初のリソースが公開された後、リソースに対して行われる変更

の頻度。便宜上、その値は自動発行間隔をデフォルトとします(自動生成がオンになっている場合)

が、後にいつでも変更することができます。リソースのメンテナンスの頻度の詳細も追加のメタデ

ータ・ページで入力することができます。 

 Type (タイプ) リソースのタイプ。このフィールドの値は、リソースのコア・マッピングに依存し、

ダーウィンコア・マッピングが既に行われている場合は、編集できません。希望するタイプがリ

ストに見つからない場合、フィールドとして、「その他」を選択することができます。「管理メ

ニュー」セクションの「コアの種類とエクステンション機能の設定」の情報を確認してください。 

 Subtype(サブタイプ) リソースのサブタイプ。このフィールドのオプションは、Type フィールド

に依存します。希望するサブタイプがリストにない場合、フィールドは、デフォルトの選択のまま

してください。  

 Metadata Language(メタデータ言語) メタデータが記載されている言語です。 

 Resource Language(リソース言語) リソースのデータが記載されている言語です。 

  Data License(データライセンス) リソースに適用されるライセンスです。ライセンスは、著作物

の適切な利用を規定する標準化された方法を提供します。GBIF では、データの可能な限り広い使

用および応用を奨励するため、3 つの(デフォルトの) 機械可読オプション(CC0 1.0、 CC-BY 4.0 また

は CCBY-NC 4.0)の中から最も制約の少ないライセンスを公開者が採用するように奨励しています。

GBIF のポリシーの詳細については、こちらを参照してください。3 つのオプションのいずれも選

択できないと感じた場合は、GBIF 事務局まで連絡してください： participation@gbif.org。記録レベ

ルにライセンスを適用する方法は、IPT wiki の How To Apply a License To a Dataset を参照して

ください。 IPT のライセンスのデフォルト・セットを変更する方法を調べるには、IPT wiki の

How To Add a New License を参照してください。 
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 Description(説明) 項目に分かれたリソースの簡単な概要。データユーザーになる可能性のある人々の

理解を助けるのに十分な情報を提供します。  

 Resource Contacts(リソースコンタクト) リソースに関する詳細情報を取得するために連絡する必要が

ある人と機関、リソースを監督する人と機関、または、リソースやそのデータにともなうと推定され

る問題を指摘すべき人と機関。 

○ Add new resource contact(リソースコンタクトの追加) このリンクをクリックすると、追加す

るリソースコンタクトのフォームの作成を開始できます。 

○ Remove this resource contact (リソースコンタクトの削除) このリンクをクリックすると、

リンクのすぐ下のリソースコンタクトを削除できます。 

○ First Name（名） リソースコンタクトの名（ファーストネーム）です。 

○ Last Name（姓） (職位と機関がブランクの場合に必要とされる、名前がブランクでない場

合に必要とされる) リソースコンタクトの姓（ラストネーム）です。 

○ Position（職位） (姓と機関がブランクの場合に必要とされる) リソースコンタクト

が有する、関連するタイトルや職位。 

○ Organisation（機関） (姓と職位がブランクの場合に必要とされる) リソースコンタ

クトが関連付けられている機関や機構。機関は GBIF レジストリに登録されたものの

一つでもよいが、必須でありません。したがって、登録された組織のリストから選択

するのではなく、テキストボックスに入力しなくてはなりません。 

○ Address（住所） リソースコンタクトの番地、建物番号を含む住所。 

○ City（市町村） リソースコンタクトの市町村、自治体または類する区分の住所 

○ State/Province（州/郡）リソースコンタクトの都道府県、または類する区分の住

所 

○ Country（国） リソースコンタクトの住所のある国名または類する最大行政区分。 

○ Postal Code（郵便番号） リソースコンタクトの住所の郵便番号（例えば、Zip Code）。 

○ Phone（電話番号） リソースコンタクトに連絡するのに最も適切な国際電話番号。 

○ Email(E メール) リソースコンタクトに連絡するのに最も適切な電子メールアドレス。 

○ Home Page(ホームページ) リソースコンタクトのウェブサイトの URL  

○ Personnel Directory(個人ディレクトリ) 個人識別子が属する個人ディレクトリシステムの URL。

次の 4 つのデフォルトのディレクトリから選択: ORCID, ResearchID, LinkedIn, および Google 

Scholar。ディレクトリの IPT デフォルト・セットを変更したい場合は、IPT wiki の How To Add a 

New User ID Directory を参照のこと。 

○ Personnel Identifier(個人識別子) 16-digit の ORCID ID (例えば、 0000000218250097) 、

または別の識別子で、指定された個人ディレクトリにリンクするもの。 

 Resource Creators(リソースクリエーター) リソースを作成した人や機関（優先順）。このリストは、リ
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ソースの引用を自動生成するために使用されます(自動生成がオンになっている場合)。この人や機関が最

初のリソースコンタクトと同じである場合、リソースコンタクトの詳細のすべては、「リソースコンタ

クトからのコピーの詳細」リンクをクリックすることで、リソース作成者の同等のフィールドにコピ

ーすることができます。リソースの作成者は、リソースコンタクトと同じフィールドと要件のすべてを

持っています。上記、リソースコンタクトのフィールドの説明を参照してください。注： IPT に表示さ

れる通りのリソースの作成に責任ある人または機関で、かつリソースを効果的に公開するために表示さ

れる人または機関は、「公開者」の役割を持つものとして、その人またはその機関自身を追加すること

ができます。 

 Metadata Providers(メタデータプロバイダ) リソースのメタデータを生成するための責任者および責

任機関。この人や機関が最初のリソースコンタクトと同じである場合、リソースコンタクトの詳細のす

べてを「リソースコンタクトからのコピーの詳細」リンクをクリックすることで、リソース作成者のた

めの同等のフィールドにコピーすることができます。メタデータプロバイダは、リソースコンタクトと

同じフィールドおよび要件のすべてを持っています。上記、リソースコンタクト下のフィールドの説明

を参照してください。 

地理的範囲 

このメタデータ・ページには、リソースによってカバーされる地理的エリアに関する情報が

含まれています。このページには、マップと、ユーザーが地理的範囲を設定することができ

る関連のコントロールが含まれています。以下は、地理的範囲ページの内容を示す画面イメ

ージとコントールの説明です。 

 Coverage Map(範囲マップ) インターネットに接続されている場合、地球の Googleマップが地理的範

囲ページに表示されます。このマップは、対角上にコントロールポイント（マーカー）を持つボックス

を示します。コーナーは以下に説明する緯度と経度のテキストボックスの値に対応します。マーカーを

クリックし、ボックスの地理的な境界をリセットするために、新しい場所にドラッグします。対応する

緯度と経度の値は、地図上のボックスに一致するように変更されます。両方のマーカーは、このように

ドラッグすることができます。マップは、スケールバー、異なる層（地形、衛星画像など）の選択メニ

ューは、ズームイン(+)およびズームアウト()するためのボタンなどの、Googleマップの一般的な表示

機能を備えています。 

 Set global coverage?( グローバル範囲の設定?) 地球全体をカバーするように地理的範囲を変更す

るには、このチェックボックスをクリックします。 

 West/East/South/North(東西南北) これら 4つのテキストボックスは、リソースがカバーする領域を囲

む境界ボックスに対応しています。これらのテキストボックスに入力する値は、-90 から +90の 経度 

(南北) および -180 から +180 の緯度 (東西)、北半球で正の緯度、グリニッジ子午線から日付変更線まで

正の東の標準的な制限を持つデグリー表示の角度(例えば、45.2345)です。地図上の境界ボックスのマ

ーカーの操作でこれらの値を取得するが、必要に応じて、有効な値をすべて直接これらのテキストボッ
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クスに入力することができます。「Save」ボタンをクリックすることでページ上の情報は保存され、

地図が更新されます。 

 Description(説明) 地理的範囲のテキスト記述。この情報は、ページ上の他のフィールドの代わりに、

またはその情報量を高めるために使用することができます。 

分類学的範囲 

このメタデータ・ページでは、ユーザーは、リソースがカバーする分類群の複数のグループのいずれかに

関する情報を入力することができ、各々は分類学的範囲と呼ばれています。各範囲は、分類群の説明とリ

ストで構成され、各分類群は分類群名(学名または一般名のいずれか) と分類群階級からなります。どんな

ものでも分類学的範囲が作成される前に、ページには、「新しい分類学的範囲を追加」と書かれたリンク

のみを示します。このリンクをクリックすると、説明といくつかのリンク用のテキストボックスが表示さ

れます。以下に示すのは、データが入力される前の分類学的範囲ページを示す画面イメージで、次にこの

状態のページ上で見られるコントロールを説明します。 

 Remove this taxonomic coverage(分類学的範囲の削除) -このリンクをクリックすると、説明、

リスト、およびすべての単一の分類群のエントリを含めて、リンクのすぐ下に続く分類学的範

囲を削除できます。 

 Description(説明 リソースで表現された分類群の範囲のテキスト記述。各分類学的範囲に

は、独自の記述があります。この情報は、ページ上の他のフィールドの代わりに、またはその

情報量を高めるために使用できます。 

 Add several taxa(分類群の追加) このリンクは、ページに「Taxon List」と表示されるテキストボ

ックスを追加します。 

 

 Taxon List(分類群リスト) このテキストボックスでは、ユーザーはテキストボックス内でエ

ンターキーを使用して、各行に各分類群をともなう分類群のリストを入力することができま

す。このリストに入力された分類群は、学名として扱われます。 

 Add(追加) このボタンは、分類群リストのテキストボックスに入力された値を処理し、分類

学的範囲内でそれぞれのための学名を作成します。 

 Add new taxon(新しい分類群の追加) このリンクは、学名と一般名のテキストボックス、階級の

ための選択ボックス、ゴミ箱のアイコンへ、分類学的範囲に単一の分類群を入力するためのコン

トロールを追加します。分類群は、任意の階級の学名と一般名を任意に組み合わせたものでも可

能です。 
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 Scientific Name(学名) -このテキストボックスは、分類群のための学名を格納します 

 Common Name(一般名) このテキストボックスは、分類群のための一般名を格納します。 

 Rank(階級) このテキストボックスは、分類群の分類階級を含むことを意味します。 

 Trash Icon(ゴミ箱アイコン) このアイコンをクリックすると、分類学上の適用範囲からアイコ

ンの左までの分類群（学名、一般名、および階級）を削除します。 

 Add new taxonomic coverage(新しい分類学的範囲の追加) -「説明」と書かれたテキストボ

ックスとともに新しい分類学的範囲のフォームを開き、上記の「分類群の追加」と「新しい

分類群の追加」にリンクするには、このリンクをクリックします。 

時間的範囲 

このメタデータ・ページには、時間的範囲と呼ばれるそれぞれのリソースでカバーされる時間の、日付、

日付範囲、または名付けられた期間に関する情報が含まれます。範囲は、データの取得またはデータ・セ

ットが組み立てられた間の時間（単一日、日付範囲、および形成期間）、またはデータ・セットか取得の

対象が生存していたその間の時間（生存期間）を参照します。リソースについて最初の時間の範囲が生成

される前は、ページは「新しい時間的範囲の追加」と書かれたリンクのみを示します。このリンクをクリ

ックすると、デフォルトの時間的な範囲の種類である選択ボックスの「単一日付」、テキストボックスの

「開始日」、カレンダーアイコン、および 2 つのリンクが表示されます。データが入力される前の、デフ

ォルトの時間的な範囲のページを示す画面イメージを以下に示し、次にこの状態のページ上で見られるコ

ントロールを説明します。 

 

 Add new temporal coverage(新しい時間的範囲の追加) 時間的な範囲の追加のためのフォ

ーム作成を開始するには、このリンクをクリックします。 

 Remove this temporal coverage(時間的範囲の削除) リンクの下の時間的な範囲を削除す

るには、このリンクをクリックします。 

 Temporal Coverage Type(時間的範囲のタイプ) 時間的な範囲の種類を設定するには、この

選択ボックスのオプションのいずれかを選択します。これは単一日付、日付範囲、形成期間、

または生きている時間帯で構成されます。タイプを選択すると、以下に説明するように選択

に適切なコントロールが現れます。 

○ Single Date(単一日) これは、時間的な範囲が最初に作成されたときを示します、デフォル

トの時間的な範囲タイプ。このタイプは、一日にわたる範囲を表します。このタイプを選

択すると、日付が選択できるカレンダーアイコンを右側に伴って、開始日のテキストボッ

クスが現れます。 

 Start Date(開始日) このテキストボックスは、サポートされている日付形式のいずれか

で単一の日付を格納するように作られています。日付を選択するには、カレンダーのア

イコンをクリックして日付を選択するか、手動で日付を入力します。サポートされてい

る日付形式を調べるためには、情報アイコンを開きます。例: New Eraカレンダーで

2010年 12月 31日の場合は、2010-12-31。 
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○ Date Range(日付範囲) この時間的範囲は、コレクション内のオブジェクトが収集された範囲の

期間を記載することを意味します。この時間的範囲の種類を選択すると、右側に、開始日と

終了日のテキストボックスが、それぞれ、日付の選択できるカレンダーアイコンを伴って右

側に現れます。 

 Start Date(開始日) このテキストボックスはサポートされている日付形式のうち範囲

を開始した日付を格納します。日付を選択するには、カレンダーのアイコンをクリッ

クして日付を選択するか、手動で日付を入力します。サポートされている日付形式を

調べるためには、情報アイコンを開きます。例: New Eraカレンダーで 2010年 12月 31

日の場合は、2010-12-31。 

 End Date(終了日) このテキストボックスは、サポートされている日付形式のうち範

囲が終了した日付を格納します。日付を選択するには、カレンダーのアイコンをクリ

ックして日付を選択するか、手動で日付を入力します。サポートされている日付形式

を調べるためには、情報アイコンを開きます。例: New Eraカレンダーで 2010年 12月

31日の場合は、2010-12-31。 

 

○ Formation Period （形成時期） この時間的範囲のタイプは、指定された期間か、コレクショ

ンまたはデータセットが構築された期間に対応します。 例: "Victorian"（ビクトリア朝）, 

"1922-1932", "c. 1750"。 

 

○ Living Time Period（生存期間） この時間的範囲のタイプは、指定された期間か、コレクシ

ョンまたはデータセット内の生物学的実体が生きていた古生物学時代を含む期間に対応し

ます。 例: "1900-1950", "Ming Dynasty"(明王朝), "Pleistocene"(更新世)。 

 

キーワード 

このメタデータ・ページでは、ユーザーがリソースに関する１つ以上のキーワードセットを

作成することを可能にします。キーワードの各セットは、リスト内の用語を管理するシソー

ラス/語彙への関連付けが可能です。 
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 Remove this keyword set(キーワードセットの削除) リンクのすぐ下のキーワードセ

ットを削除するには、このリンクをクリックします。 

 Thesaurus/Vocabulary(シソーラス/語彙) シソーラスまたはセット内のキーワードが由来する

統制語彙の名称を入力します。キーワードがシソーラス/語彙によって管理されていない場合は、

"n/a"を入力します。これは、このテキストボックスに適用されないことを示します。例：IRIS 

keyword thesaurus。 

 Keyword List(キーワードリスト) リソースを記述またはリソースに関連するキーワードのリス

トをカンマで区切って入力します。 

 Add new keyword set(新しいキーワードセットの追加) キーワードセットの追加ためのフォームの作

成を開始するには、このリンクをクリックします。  

当事者 

このメタデータ・ページは、すでに基本的なメタデータ・ページでカバーされたものに加え

て、リソースに関連付けられた人または機関に関する情報が含まれています。このページ上

のコントロールの多くは、基本的なメタデータ・ページ上のリソースコンタクトのものと共

通です。以下に、コントロールの残りの部分について説明します。 

 

 Copy details from resource contact(リソースコンタクトからの詳細のコピー) -この人

や機関が基本的なメタデータのページの最初のリソースコンタクトと同じである場合、

このリンクをクリックすることで、詳細すべてを関連当事者の同等のフィールドにコピ

ーすることができます。 

 Remove this associated party(関連当事者の削除) -このリンクをクリックすると、リン

クのすぐ下に記載された関連当事者が削除されます。 

 Role(役割) この選択ボックスには、関連当事者がリソースに関連して有する可能性のある役

割のリストが含まれる。可能な役割の説明を参照するためには、選択ボックスの左にある情

報アイコンをクリックします。選択ボックス内で関連当事者に最も適切な役割を選択します。 

 Add new associated party(新しい関連当事者の追加) -このリンクをクリックすると、追

加の関連当事者のフォームの作成を開始します。 

プロジェクトデータ 

このメタデータ・ページには、リソース内のデータが生成されたプロジェクトに関する

情報が含まれています。

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin
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 Title（タイトル）  プロジェクトのタイトル。 

 **Identifier(識別子) 研究プロジェクトの独自の識別子。これは、例えば、同じプロジェク

トと何らかの方法で関連付けられる複数のデータセット/ XML文書インスタンスへリンク

するために使用できます（例えば、モニタリングシリーズ）。関連性の性質はプロジェク

トの説明に記載できます。 

 Description（説明） 研究プロジェクトについての概要。 

 Funding(資金) プロジェクトの資金とその資金源（助成金の件名と番号、契約番号、

名前と住所、活動期間、等）に関する情報。他の資金調達の関連情報が含まれてい

てもよい。 

 Study Area Description(調査地域の説明) プロジェクトが実施された物理領域の説

明(物理的な場所、生息地、時間的範囲など)。 

 Design Description(プロジェクトデザイン) -プロジェクトの設計と目的の説明。これ

は、目標、動機、理論、仮説、戦略、統計的設計および実際の作業の詳細説明からなり

ます。 

 Project Personnel(プロジェクトの個人情報) プロジェクトに関わる人々のリスト。 

○ Personnel First Name(個人の名) プロジェクトに関連付けられている個人の名。  

○ Personnel Last Name(個人の姓) プロジェクトに関連付けられた個人の姓。 

○ Personnel Directory（個人のディレクトリ） 個人の識別子が属するディレクトリシ

ステムの URL。次の 4つのデフォルトのディレクトリから選択します: ORCID、

ResearchID、LinkedIn、および Google Scholar。 ディレクトリの IPTのデフォルトセ

ットを変更したい場合、IPT wiki の How To Add a New User ID Directory を参照のこと。 

○ Personnel Identifier(個人の識別子) -a 16-digit ORCID ID (e.g. 000000021825-

0097) または指定された個人ディレクトリと個人をリンクする別の識別子。 

○ Personnel Role(個人の役割) プロジェクトに関連付けられた人の役割。可能な役

割を参照するために選択ボックスの左にある情報アイコンをクリックします。上

記の名前の個人のために、選択ボックスの中で最も適切な役割を選択します。 

 

 

サンプリング方法 

このメタデータ・ページには、リソースによって表されるデータのために使用されるサンプ

リング方法に関する情報が含まれています。 
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 Study Extent(サンプリング範囲) サンプリングが実施された物理的および時間的条件の記述。

地理的研究の範囲は、通常、プロジェクトのメタデータのページの「研究領域説明」欄に記載さ

れるより大きな領域について代表（代表面積）します。 

 Sampling Description(サンプリングの説明) -研究プロジェクトで使用されるサンプリング手順に

関するテキストベースの/人の可読形式の説明。この要素のコンテンツは、ジャーナル記事の方法

のセクションで見られるサンプリング手順の説明と同様。 

 Quality Control(クオリティコントロール) -関連するメソッドステップに起因するデータの

品質を管理または評価するためにとられる作用の説明。 

 Step Description(手順の説明) –方法の手順とは、本研究で繰り返し使用される一連の方法と

手順、およびデータファイルを生成する処理手順を文書化したものの 1つ。手順のテキスト説

明、関連文献、ソフトウェア、機器、ソースデータと採用されたすべてのクオリティコントロ

ール手段を含みます。各方法は、他の研究者が、必要に応じて解釈し調査を再現できるほど十

分に詳細に説明する必要があります。 

 Add new method step(新しい方法の手順の追加) -「手順の説明」と表示されたテキスト

ボックスをページに追加するには、このリンクをクリックします（上記参照のこと）。希望

通りの数の方法の手順を追加できます。 

 Remove this method step(新しい方法の手順の削除) -リンクのすぐ下の方法の手順のテ

キストボックスを削除するには、このリンクをクリックします。 

引用 

このメタデータ・ページには、リソースを引用する方法だけでなく、データ生成で使用された

りデータ生成がもたらしたりした出版物など、データセットに関連する引用の文献目録に関す

る情報が含まれます。それぞれの引用、リソースまたは文献に関わらず、デジタルソースや従

来の原文引用に見られるような引用を可能にするユニークな引用識別子（任意）で構成されま

す。どんな引用データでも入力される前に、ページには、リソースの引用識別子のためのテキ

ストボックス、ラベルされたリソースの引用のためのテキストボックス、「書誌引用」と表示

された見出し、およびリンク用の「新しい書誌引用の追加」が表示されます。 

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin
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 Resource Citation(リソースの引用) データセットを引用するときに使用する単一引用。 

○ 制度クリエーターの引用例: Biodiversity Institute of Ontario (2011) Migratory birds of 

Ontario. Version 1.2. University of Guelph. Dataset/Species occurrences. 
http://dx.doi.org/10.5886/qzxxd2pa 

○ 9 つのクリエーターの引用例: Brouillet L, Desmet P, Coursol F, Meades SJ, Favreau 

M, Anions M, Belisle P, Gendreau C, Shorthouse D (2010) Database of vascular 

plants of Canada. Version 1.2. Universite de Montreal Biodiversity Centre. 

Dataset/Species checklist. http://doi.org/10.5886/1bft7W5f 

 Autogeneration -Turn On/Off(自動生成のオンとオフ)  IPTによるリソースの引用の

自動生成をオンにします。自動生成に使用される引用形式は、DataCiteの望ましい引

用形式に基づき、データ引用の原則に関する共同宣言 (Joint Declaration of Data 

Citation Principle) を満たします。この形式には、継続的に更新されるデータセットの

ために特に重要であるバージョン番号が含まれます。IPT wikiの IPT引用形式のペー

ジで引用形式の詳細を参照してください。 

 Citation Identifier(引用識別子) オンラインデータセットに割り当てられる DOI、URI、

または他の永続的識別子。識別子が引用に含まれることが推奨されます。リソースに

DOIが割り当てられている場合(IPTを使用して)、IPTは引用識別子として DOIを設

定し、それ以上の編集はできなくなります。 

 Bibliographic Citations(書誌引用) リソースの作成に関連するまたは使用される

他のリソースの追加的引用。 

 Add new bibliographic citation(新しい書誌引用の追加) 参考文献で追加的引

用に必要とされるテキストボックスを追加するには、このリンクをクリックし

ます。 

○ Bibliographic Citation(書誌引用) オンラインの外部リソースに関連するか、

このリソースの作成に使用される引用。 

○ Bibliographic Citation Identifier(書誌引用識別子) -オンラインデータセットに割り当
てられる DOI、URI、または他の永続的識別子。通常は引用の最後で使用されます。 

 

 

 

 

 

 

○ Remove this bibliographic citation(書誌引用の削除) リンクのすぐ下の引用を

削除するには、このリンクをクリックします。 
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コレクションデータ 

このメタデータ・ページには、キュレーションユニット(Curatorial Units )と呼ばれるコレクショ

ン内のオブジェクトタイプのリスト、およびそれらについての概要情報だけでなく、（もしあれ

ば）リソースに関連付けられた自然史コレクションに関する情報が含まれます。どんなコレクシ

ョンデータでも入力される前に、ページには、各セクション(コレクション、標本の保存方法、キ

ュレーションユニット)のヘッダーとリンクラベル「新しいキュレーションユニットの追加」が表

示されます。 

 

 Collection－(コレクション) このリソースの基になるコレクションのリスト。 

○ Add new citation(新しいコレクションの追加) コレクションセクションで追加されるコ

レクションに必要なテキストボックスを開くには、このリンクをクリックします。 

○ Collection Name(コレクション名) コレクションとして既知のものか、またはローカル言語で

引用される完全な標準名。 

○ Collection Identifier(コレクション識別子) コレクションの URI（LSIDまたは URL）。 RDF

では、コレクションリソースの URI として使用されます。 

○ Parent Collection Identifier(ペアレントコレクション識別子) このサブコレクションのペアレン

トコレクションの識別子。コレクションとサブコレクションの階層の構築を可能にします。こ

のコレクションがペアレントコレクションを持たない場合は「Not Applicable」を入力します。 

○ Remove this collection(コレクションの削除) リンクのすぐ下のコレクションを削

除するには、このリンクをクリックします。 

 

 Specimen Preservation Methods(標本保存方法) リソースによってカバーされる標本保存方法のリ

スト。非生存コレクションの物理的な劣化を防止するために使用されるプロセスや手法を示します。

値は、GBIF試料保存方法の語彙に基づくものから選べます。データマッピングのDwCタームの

「Preparations 」における標本は準備と保存方法のリストに含めることができる

(http://rs.tdwg.org/dwc/terms/preparations)というのを覚えておいてください。 生体コレクションの処

理のためには何も選択しないこと。これは、コレクション内のキュレーションユニットに関連します。 

○ Add new preservation method(新しい保存方法の追加) 標本保存法セクションで追加され

る保存方法に必要なテキストボックスを開くには、このリンクをクリックします。 

○ Remove this preservation method(保存方法の削除) リンクのすぐ下の保存方法を削除する

には、このリンクをクリックします。 

 

 Curatorial Units(キュレーションユニット) リソースによってカバーされるキュレーションユニット

の数。カウントには、範囲または誤差のある値を入力できます。ユニットの例は、スキン、シート、

ピン、ボックス、およびジャーなどである。全体的に、このセクションは、タイプによって、コレ

クションの物理的な内容をまとめるものである。 

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin
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○ Add new curatorial unit(新しいキュレーションユニットの追加) キュレーションユニット

のセクションで追加されるキュレーションユニットに必要な選択テキストボックスを追

加するには、このリンクをクリックします。新しいキュレーションユニットが追加され

るとき、デファオルの方法タイプは「Count Range」です。 

○ Method Type(方法のタイプ) この選択ボックスでは、ユーザーは、与えられたタイプの

オブジェクトの数を指定する２つの方法から、カウント範囲または誤差のある値のいず

れかから選択します。選択した後、適切なテキストボックスが表示され、そのカウント

方法が表示できます。 

 Count Range(カウント範囲) このタイプの方法では、ユーザーは特定のユニット型の

オブジェクトの数に上限と下限を設定することができます。上記の画面イメージを参

照してください。 

 Between(下限) このテキストボックスにオブジェクトの数の下限を入力します。 

 and(上限) このテキストボックスにオブジェクトの数の上限を入力します。 

 Count with uncertainty(不確実性を含む値) この方法では、ユーザーは特定のユニ

ット型のオブジェクトの数と、その数字の上または下に誤差があると設定。 

 Count(カウント) このテキストボックスにオブジェクトの平均値と考えられる

数字を入力します。 

 +/ 特定のユニットタイプの可能なカウント範囲について、カウントのテキ

ストボックスの数値を上回るまたは下回るオブジェクトの数を入力します。 

 Unit Type(ユニットタイプ) 方法のタイプやカウントを表す単一のオブジェ

クトタイプ（標本、ロット、トレイ、ボックス、ジャーなど）。 

○ Remove this curatorial unit(キュレーションユニットの削除) リンクのすぐ下のキュレー

ションユニットを削除するには、このリンクをクリックします。 

 

外部リンク 

このメタデータ・ページには、他の形式（データベースファイル、スプレッドシート、リン

クされたデータなど）のリソースへのリンクだけでなく、リソースのホームページへのリン

クと、それらに関する情報が含まれています。どんな外部リンクでも入力される前に、ペー

ジには、リソースのホームページのテキストボックスと「新しい外部リンクの追加」と書か

れたリンクが表示されます。 

 

 Resource Homepage(リソースのホームページ) リソースまたはそのデータセットについての情
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報を含む現在のウェブページの完全な現行 URLを入力します。 

 Other Data Formats(他のデータ形式) 他の形式でのリソースデータへのリンク(例えば、デー

タベースダンプ、スプレッドシート、ネクサス、リンクデータなど)します。 

○ Add new external link(新しい外部リンクの追加) 追加される外部リンクのために必要な

テキストボックスを開くには、このリンクをクリックします。 

○ Name(名前) ファイルまたはデータセットの名前。 

○ Character Set(文字セット) 文字エンコーディングの名前またはコード(例えば、 ASCII, UTF8)。 

Download URL(ダウンロードされた URL) 文書やデータセットのファイルが上記のフォーマッ

トでデーダウンロードできるURLです。 

○ Data Format(データフォーマット) 名前、または文書やファイル形式のコード(例えば、 

CSV, TXT, XLS, Microsoft Excel, MySQL)。 

○ Data Format Version(データフォーマットのバージョン) データ形式のテキストボ

ックスに指定された文書やファイル形式のバージョン(例えば、2003,  5.2).   

○ Remove this external link(外部リンクの削除) このすぐ下の外部リンクを削除する

には、このラベルを持つリンクをクリックします。  

追加的メタデータ 

このメタデータ・ページには、リソースのための代替の識別子を含む、他のメタデータ・ペー

ジ上では実行し得ないリソースの他の側面に関する情報が含まれています。どんな代替識別子

でも入力される前に、そのページには、保守の説明、追加のメタデータ、代替識別子エリアの

ヘッダーを目的とするテキストボックス、および「新しい代替識別子の追加」とラベルされた

リンクを目的とするテキストボックスが表示されます。 

 

 

 Date Created(作成されたデータ) リソースの最初のバージョンが公開された日付。自動生成された

リソース引用で公開年を定式化するために使用されます。この値は、公開時に自動的に設定され、

編集することはできません。 

 Date Published(公開されたデータ) 最新のリソースが公開された日付。この値は公開時に自動的

に設定されます（公開バージョンのセクションを参照）。 
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 Resource logo URL(リソースロゴ URL)- リソースを表すロゴ。ロゴ URLは、リソースのアップロ

ードに使用できます。これはまたディスクから選択した画像ファイルのアップロードもできます。 

  Purpose(目的) データセットが開発された意図の要約。データセットとデータセットがサポート

するものを作成する目的を含みます。 

 Maintenance Description(メンテナンスの説明) このリソースのメンテナンス頻度の説明。この説

明は、基本的なメタデータのページで選択した更新頻度を補完します。 

 Additional Information(追加情報) 他のリソースのメタデータ・フィールドによって特徴づけされ

ていない任意の情報。例えば、プロジェクトの歴史、現在のデータを使用した公開物、他の場所で

公開された情報と関連データなど。 

 Alternative Identifiers(代替識別子) このセクションには、リソースの追加または代替識別子のリスト

が含まれます。リソースが公開されると、リソースへの IPTの URLは識別子のリストに追加されま

す。リソースに（IPTを使用して）新しい DOIが割り当てられると、IPTは確実にこの DOIを識別子

のリストの最初に配置します。リソースが GBIFレジストリに登録されると、レジストリのユニーク

なリソースキーも識別子のリストに追加されます。リソースが GBIFレジストリ内の既存の登録され

ているリソースを表している場合、既存の登録済みリソースの UUIDは識別子のリストに追加できま

す。これは、全く新しいリソースを登録する代わりに、IPTによる登録時に既存のリソースの更新を

有効にします。リソースを移行する方法の詳細については、このセクションを参照してください。 

○ Add new alternative identifier(新しい代替識別子の追加) リソースのための代替識別

子をテキストボックスに開くには、このリンクをクリックします。 

○ Alternative Identifier(代替識別子) リソースの代替識別子のテキスト(例えば、URL、UUID、

または任意の他のユニークなキー値)。 

○ Remove this alternative identifier(代替識別子の削除) このすぐ下の代替識別子を削除する

には、このリンクをクリックします。 

 

公開されたバージョン 

リソースの概要のページのこの領域は、ユーザーによるリソースのバージョンの公開を可能に
します。 

 

左側のセクションでは、リソースのバージョンが公開される方法をコントロールします。

公開ボタンが必要に応じた新しいバージョンの公開で使用できるか、あるいは自動公開が

スケジュールに合わせた新しいバージョンの公開を有効にできます。このセクションのオ

プションの説明については、以下を参考にしてください。 

 

 Publish on demand(必要に応じた公開): 「Publish」ボタンをクリックするだけで、新しいバー

ジョンの公開が開始されます。1)リソースの必要なメタデータが整い、かつ 2）ユーザーが「登

録権付き/なしのマネージャー」の権限を持っている場合には、「Publish」ボタンが有効化され
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ます。しかし、リソースが登録されているか、リソースに DOI が割り当てられている場合、リ

ソースの登録は各公開の間に更新されるので、「登録権限を持つマネージャー」権限を持つユー

ザーのみ公開が可能になります（「管理メニュー」の「ユーザーアカウントの設定」における

「新しいユーザーの作成」のロールの説明を参照してください）。 「Publish」ボタンを押した

後、確認のダイアログが表示されます。ダイアログは、保留中のバージョンは大きなバージョン

の変更か、小さなバージョンの変更であるかによって異なります： 



 

リソースマネージャーは、最後/現在のバージョンが公開されてからの、リソース（メタ

データまたはデータ）になされた変更の概要を入力しなければなりません。変更の概要

は、リソースのバージョン履歴の一部として保存され、リソースマネージャーはリソー

スのホームページを経由して編集することができます。 「Publlish」を押した後の行われ

ることは、以下の「公開手順」セクションで説明されます。 

 Auto-publishing(自動公開): -自動公開をオンにするためには、5つの公開間隔 (毎年、

半年、毎月、毎週、または毎日) のいずれかを選択し、公開ボタンを押します。自動公

開がオンの場合、公開間隔と次の公開日が、公開されたバージョンのセクションに明

確に表示されます。公開間隔を変更するには、別の公開間隔を選択し、公開キーを押

します。自動公開を無効にするには、「Turn off」を選択し、公開キーを押します。 失

敗した場合、公開は 3回まで自動的に再試行されます。これは、公開の無限ループに

対する保護である。自動的に公開するように設定されたリソースで、正常に終了しな

かったものは、過去に設定された次の公開日に再試行され、パブリックおよび管理リ

ソーステーブルで強調表示されます。 

右側のセクションには、保留中のバージョンと現在のバージョンを比較する表があります。

リソースマネージャーは、リソースのバージョンを管理し、保留中のバージョンをプレビ

ューし、現在のバージョンをレビュー、検証するために、このテーブルを使用できます。

テーブル内の情報の行の説明については、以下を参考にしてください。 

表 1 (以下): 保留中のバージョンが新しい DOIを予約されているので、メジャーバージ

ョンの変更を示します: 
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テーブル 2 (以下): 現在および保留中のバージョンに割り当てられた DOIが同じなので、マ

イナーバージョンの変更を示します: 

 Version(バージョン): 現行／保留バージョンの major_version.minor_version を追跡するバージョン番号

です。リソースが学術的に重要な変化を受けるたびに、リソースマネージャは、新しい DOI を予約す

ることによって、保留中のバージョンが新しいメジャーバージョンを持つことを確認する必要がありま

す。IPT のバージョンの管理ポリシーの詳細な説明はここで説明されています。現在のバージョンのカ

ラムで、現在のバージョンのホームページを見るためには、「View」ボタンをクリックします。DWC-

A が公開されていることを想定し、ダーウィンコアアーカイブバリデータを使用して、それを検証する

ために、ここをクリックします。保留中のバージョンのカラムで、保留中のバージョンのホームページ

のプレビューを表示するためには、「Preview」ボタンをクリックします。ホームページのプレビュー

はリソースマネージャーに対してプライベートで、リソースの公開の準備が整ったことを確認できます。 

 Visibility(視認性): 現行／保留中のバージョンの視認性。GBIF を持つリソースを登録するために、

リソースマネージャーは、現在のバージョンの公開を確認する必要があります。リソースに DOI

を割り当てるために、リソースマネージャーは、保留中のバージョンがパブリックであることを確

認しなければなりません。 

 DOI: 現行／保留バージョンの DOI。現在のバージョンの DOI は変更できませんが、保留バージョ

ンの DOI は予約／削除できます。DOI を予約、削除、登録、無効化、再有効化する方法の説明に

ついては以下の DOI のセクションを参照してください。 

 Data License(データライセンス): リソースに適用されるライセンス。GBIF でリソースを登録するた

めには、リソースマネージャーは、CC0、CC-BY、または CC-BY-NC のライセンスと同等のライセンス

がリソースに適用されているか確認する必要があります。GBIF のライセンスポリシーはここで説明

されています。 

 Published on(公開): 現在のバージョンが公開された日付／保留中のバージョンが公開される日付。 

 Publication log(公開ログ): 現在のバージョンの「publication.log」を取得するためにダウンロードボ

タンをクリックします。リソースマネージャーは、公開が失敗した理由を診断するために、公開ログ

を使用することができます。その内容のより詳細な説明は、発行ステータスページのセクションで説

明されています。これは、保留中のバージョンには適用されない。 

 Publication report(公開レポート): 現在のバージョンの出版物の概要―保留中のバージョンに

は適用されません。 

公開手順 

公開は、以下の記載の手順からなります。新しいバージョンを公開するためには、間違いなく

公開の各ステップが正常に終了しなければならないことを意味します。いずれかのステップが

失敗した場合、または公開手順がキャンセルされた場合、バージョンは最後に公開されたバー

ジョンに戻されます。 

1. 現在のメタデータが、ファイル eml.xml に書き込まれます。eml-n.xml という名の増分バージ

ョンが常に保存されます（nは出版物のバージョンを反映した増分バージョン番号）。 

2. リッチテキスト形式でのデータ公開文書（RTF）は、ファイル shortname.rtfに書き込まれま

す。shortname.rtf と名付けられた RTFファイルの増分バージョンが常に保存されます。 

3. マッピングによって構成され、現在のプライマリ・リソース・データは dwca.zipという

名のダーウィンコア・アーカイブ・ファイルに書き込まれます。ダーウィンコア・アーカ

イブ内のデータファイルは、その後、検証されます（以下の「データの検証」を参照）。  

4. IPT のアーカイブモードがオンになっている場合(IP設定のセクションを参照)、dwcan.zip

と名付けられたダーウィンコア・アーカイブ・ファイルの名前の増分バージョンも保存さ

れます。 

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin
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5. リソースが登録されていれば、リソースの情報は GBIFレジストリで更新されます。 

6. リソースの DOIメタデータが更新され、IPTを使用してリソースに DOIが割り当てられ

ている場合、DOIリゾルバーに伝達されます。 

 

データの検証 

IPTは DWCA内のデータファイルに次の検証を行います: 

 コアレコード識別子を表すカラムがコアデータファイルにある場合（例えば、

occurenceIDがオカレンスコアのコアレコード識別子）、IPTは、各レコードについ

て、コアレコード識別子が存在し、ユニークであるか検証します。 

 ダーウィンコアのターム basisOfRecord はオカレンスのエクステンションで必要なター
ムです。したがって、IPTは、各オカレンスデータが、basisOfRecordを有するか検証
します。また、IPTは、各オカレンスレコードについて、basisOfRecordが存在し、そ
の値はダーウィンコアタイプの語彙と一致しているか検証します。 

リソースへの DOIの割り当て 

最善策は、学術的に重要な変化を受けるたびにリソースに新しい DOIを割り当てるものです。

IPTがリソースへ DOIを割り当てることを有効にするには、IPT管理者が、最初に DataCiteま

たは EZIDアカウントで、IPTに関連した機関を設定する必要があります。これを行うための

ヘルプとして「機関の設定」のセクションを参照してください。それ以外の場合は、公開バー

ジョンのセクションの DOIボタンは非表示です。DataCiteまたは EZIDアカウントが IPTで有

効化されると、リソースマネージャーは、このアカウントを使用したリソースについて、DOI

を予約、削除、登録、無効化、および再有効化させることができます。これらの各 DOI 動作は、

以下で詳細に説明されます。IPTがデータセットへ DOIを割り当てる方法の詳細は、IPTの

wikiの IPT DOIワークフローページを参照してください。 

 Reserve(予約): リソースのために DOIを予約することができます。この操作は、リソースに

既に DOIが割り当てされているか否かに応じて若干変化します。 

○ Resource not assigned a DOI (DOI が割り当てられていないリソース):  必須のメタデー

タが入力された後、リソースのために DOIを予約することができます。DOIを予約す

るために、公開されたバージョンのセクションの「Reserve」ボタンを押します。既存

の DOIを再利用するには、リソースのメタデータの引用識別子フィールドにそれを入

力し、そして公開されたバージョンのセクションの「Reserve」ボタンを押します。リ

ソースが公開され、DOIを予約した場合、次の公開は、新しいメジャーバージョンにな

り、DOIが登録されます。それ以外の場合、リソースがプライベートで、DOIを予約し

た場合、次の出版物はリソースの新しいマイナーバージョンになり、DOIは登録されま

せん。DOIは登録されるまでは、まだ削除できることに注意してください。 

○ Resource assigned a DOI  (DOIが割り当てられたリソース): 別のDOIをすでにDOIが割り当て

られている公開リソースに予約することができます。別のDOIを予約するには、公開された

バージョンのセクションの「新しいリザーブ」ボタンを押します。DOIは、次にリソースが

公開されるとき登録され、新たに公開されたバージョンのホームページに割り当てられま

す。前回のDOIも以前のバージョンに割り当てられますが、新しいものがそれに取って代わ

ったという警告が表示されます。DOIは登録されるまで、まだ削除できることに注意してく

ださい。 

 Delete(削除): リソースのために予約されて DOIは、パブリックに割り当てられて

はいないので、削除することができます。DOIを削除するには、公開されたバージ

ョンのセクションの「削除」ボタンを押します。 

 Register(登録): リソースがパブリックに利用可能で、DOI が予約されている場合、

次の出版物が新しいメジャーバージョンになり、DOIが登録されます。 

 Deactivate(無効化): 登録された DOIが削除できず、解決し続けなければならない場合、

唯一 DOIを無効にするには、リソース自体を削除してください。リソースの削除で、

データはもはやダウンロードされず、DOIはリソースの撤回に関わるページに割り当

てられます。DOIの更新がグローバルに知られるまで、最大 24時間かかることがある

ので注意してください。 

 

http://rs.tdwg.org/dwc/terms/#basisOfRecord
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 Reactivate(再有効化): 無効化された DOIが削除されたリソースに割り当てられます。

DOIを再有効化するには、リソースの削除を取り消する必要があります。リソースの

削除の取り消すと、データは再度ダウンロード可能となり、DOIは、このリソースの

最後の公開バージョンに割り当てられます。DOI の更新がグローバルになるまで、最

大 24 時間かかることがあるので注意してください。 

公開ステータスページ 

公開ステータスページでは、各公開ステップの成功または失敗を示すステータスメッセージ

が表示されます。新バージョンの公開は、公開の各ステップが正常に終了したときにのみ行わ

れます。いずれかのステップが失敗した場合、または公開手順がキャンセルされた場合、バー

ジョンは最後に公開されたバージョンに戻されます。 

 Resource overview(リソースの概要) このリンクは、公開されたばかりのリソースのリ

ソース管理のページにリンクしています。 

 Publication log(公開ログ) このリンクは、公開プロセスの詳細な出力が含まれる

「publication.log」ファイルのダウンロードを開始します。このファイルには、管理者が公

開の間に発生した問題を特定するのに役立つ具体的な情報が含まれています。例えば、: 

○ 読み取りができなかったレコードおよび DwCAに書き込みができなかったレコードの数 

○ 識別子が欠落したレコード、あるいは重複したレコードの数(コアレコード識別子フィールドが

マッピングされた場合) 

○ マッピングした数よりも少ないカラムを有するレコードの数 

 Log message(ログメッセージ) 公開ステータスページは、publication.logという名のファイルに送

信された情報の要約を示します。これは、IPTのデータディレクトリ内のリソースのディレク

トリに格納され、Log messages summary のすぐ上の「Publication Log」のリンクを介してア

クセスできます。 
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可視性 

リソースの管理ページの可視領域は、リソースの管理者権限を持つユーザーがその表示状態

を変更することができます。リソースの可視性の有無で、それを表示することができる者、 

リソースを DOI に割り当てられるか、GBIF に登録できるかが決まります。デフォルトでは、

各リソースは、リソースを作成したユーザーとその IPTの管理者権限を持っているユーザー

にのみ表示されます。各可視状態の説明については以下を参考にしてください。 

Private(プライベート) プライベートリソースは、それを作成した者、その IPTで管理権限を付与さ

れている者、 または管理者権限を持つユーザーにのみ表示されます。これは主に、それが完全かつ

適切に設定されるまで、パブリックな可視性からリソースを保護するために使用されます。DOI は、

プライベートなリソースのために確保しておくことができますが、リソースが公開されるまで、

その DOI を登録することができないことに注意してください。リソースにパブリックな可視性を

付与する準備ができたら、「Public」ボタンをクリックしてください。ステータスが「Public」に

変更されたことを示すメッセージが、ページの上部に表示されます。 

 

Public(パブリック) パブリックリソースは、リソースがインストールされている IPTインスタンスを

使用して、誰にでも表示されます (IPTホームページのパブリックリソースのテーブル上)。リソース

に DOIが予約されている場合は、その DOIは次回リソースが公開されるときに登録されます。リソー

スは、最終的に、インターネットを介して、そのホームページの URLや DOIを知っている者すべて

がアクセス可能となります。ただし、リソースが GBIFレジストリに登録されるまでは、GBIFのウェ

ブサイトを通じたグローバルな検索はできません。 DOIに割り当てられたリソースの可視性は、プラ

イベートに変更できないことに注意してください。 

 

可視領域の左側のセクションには、2つのボタンが表示されます。「Private」と書かれたボタンをクリ

ックすると、パブリックの表示からリソースを完全に削除し、非公開状態に戻します。「Register」ボ

タンは、次の場合のみ有効になります：1) リソースに必要なメタデータが完全な場合、2) リソースが公

開されている場合(以下、リソースの概要のページの公開バージョン領域の説明を参照)、3) ユーザーが

「登録権限を持つ管理者」権限を持つ場合 (「管理メニュー」で「ユーザーアカウントの設定」の「新

規ユーザーの作成」セクションのロールの説明を参照)。管理者権限を持つユーザーは、すべてのユーザ

ーに「登録権限を持つ管理者」を付与することができます。 

 

最後に、GBIFレジストリを持つリソースを登録するには、「Register」ボタンをクリックしてくださ

い。(注: このリソースで、既に登録されている DiGIR、BioCASE、または TAPIRリソースを更新した

い場合は、以下のリソースの移行のセクションを参照) 。このボタンをクリックすることで、GBIFに

おけるデータの共有に関する合意書のリンクが与えられ、これを読み、理解していることを確認する

ダイアログボックスが開きます。これらの条項に同意する場合、チェックボックスをクリックしてく

ださい。そうすることで、ダイアログボックスの下部に「Yes」ボタンが現れます。リソースを登録

するには「 Yes 」をクリックし、またはその決定を猶予し、ダイアログボックスを閉じるには、 

 

「No」をクリックしてください。 _____________________________ 登録が成功した場合、ステータスが
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「Registered」に変更されたメッセージがページの上部に表示されます。 

Registered(登録)  GBIFネットワークに登録されたリソースは、GBIFのウェブサイトを

通じて検索でき、リソースのデータはGBIFポータルによってインデックス付けされ、

そこからアクセスできます。 GBIF登録によるインデックス付けに 1時間ほどかかる可

能性があることに注意してください。登録が完了すると、GBIFに登録された情報の要約

が右側のカラムに表示されます。

 

リソースが既に登録されている場合、「Publish」ボタンがクリックされるたびに、GBIFレジスト

リのその登録情報も更新されます。登録されているリソースの可視性は、プライベートに変更する

ことはできません。リソースをGBIFレジストリから削除する必要がある場合は、「リソースのメ

ニューの管理」セクションの「リソースの概要」見出しの「リソースの削除」のセクションで説明

する手順にしたがってください。 

リソースの移行 

現在、ある IPTに登録された DiGIR、BioCASE、および TAPIR のリソースを移行する方法

が用意されています。これを動作させるためには、IPTリソースを設定し、GBIFレジストリ

内で相当する既に登録されている DiGIR 、BioCASEまたは TAPIRのリソースを更新してく

ださい。これにより、リソースによる GBIFレジストリの UUID の保存が可能になります。 

IPT リソースに既存の登録済みリソースを移行するには、以下の指示に従ってくだ

さい: 

1. IPTリソースの可視性がパブリックであり、登録されていないことを確認してください。 

2. 既に登録されているリソースを所有している機関を確認し、それが機関として IPTに追

加されていること、およびデータセットを公開するように設定されていることを確認し

てください。これを行うには、「機関の追加」のセクションを参照してください。  

3. 既に登録されているリソースの GBIF レジストリの UUID を決定します (次のような形

式になります: "5d637678-cb64-4863-a12b-78b4e1a56628")。テストまたはプロダクシ

ョンモードで IPTを実行しているかどうかに応じて、それぞれ、

http://www.gbifuat.org/dataset または http://www.gbif.org/dataset を参照してください。 

4. 追加のメタページ上で IPTリソースの代替識別子のリストに UUIDを追加してください。

追加のメタページを保存することを忘れないでください。 

5. IPT内に代替識別子のリストにこの UUIDを含む他のパブリックまたは登録されている

リソースがないことを確認してください。IPTに既に存在する登録リソースを交換する

場合、もう 1 つのリソースを最初に削除しなければなりません。 

6. リソースの概要のページのドロップダウンリストから所有機関を選択し、登録ボタン

をクリックしてください。その他の任意の登録と同様に、登録実行前に、GBIFデータ

の共有に関する合意書を読み、理解していることを確認しなければなりません。 

7. 更新の注意喚起のため、helpdesk@gbif.org に電子メールを送付してください。電子メ

ールには以下を含めてください。: 

i. IPTの名前と URL (または GBIF レジストリの UUID)  

ii. 更新されたリソースの名前とGBIF レジストリの UUID (リソースの概要ページ上のリ

ソースキーを参照。例: Resource Key d990532f-6783-4871-b2d3-cae3d0cb872b) 

iii. (該当するならば)リソースを提供するために使用される DiGIR/BioCASE/TAPIR 技術の

インストールが廃止されているかどうか、それを GBIF レジストリから削除することが

できるかどうか。 

リソースマネージャー 

http://www.gbif/
http://uat.org/dataset
http://www.gbif.org/dataset
mailto:helpdesk@gbif.org
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各リソースは、リソースを表示、変更、および削除することが許可された 1人または複数の明示

的に割り当てられた管理者を有します。リソースを作成したユーザーは、自動的にこれらの能力

を持ちます。追加的管理者は、リソースに関連付けられる者で、リソースの概要ページのこのエ

リアの選択ボックスで名前を選択し、「Add」ボタンをクリックすることで、同じ能力を持つこ

とができます。リソースに関連し「登録権限を持つ管理者」権限を有する管理者も、リソースを

GBIF レジストリ内に登録し、更新することができます。管理者権限を持つすべてのユーザーは、

自動的に、IPTインスタンス内のすべてのリソースについて完全な管理権限を有します。このエ

リアの右側のカラムは、リソースの作成者の名前と電子メールアドレスを示しています。任意

の管理者が追加される場合、その名前とメールアドレスは、作成者の下に一覧表示されます。

追加された管理者はみなそのリソースについて管理ロールを有し、管理者リストの電子メール

アドレスの右にある「Delete」ボタンをクリックすることでこれらを削除することができます。 

 

リソースの削除  

リソースの概要ページ上で「Delete」ボタンをクリックすると、IPTのリソースとファイルシス

テムの関連文書のすべてが削除されます。GBIFに登録されているリソースを削除する場合は、

登録を解除したい旨、GBIFのヘルプデスクに通知しなければなりません(helpdesk@gbif.org)。

リソース情報は保持しながら、IPTからリソースを削除したい場合は、IPTのディレクトリ構造

の外の安全な場所へリソースフォルダのコピーを作成します。リソースのフォルダーの名前は、

リソースの短縮名と同じで、IPTデータディレクトリの「resources」フォルダーの下に存在し

ます。この方法で保存されたリソースは、IPTに再統合させることができ、「リソースの管理メ

ニュー」セクションで「新規リソースの作成」の「既存のリソース設定フォルダーの統合」に

記載される手順に従い、個別 IPTインスタンスに統合できます。 

管理メニュー(管理者権限を持つユーザーへのみ可視) 
このセクションでは、管理メニューからアクセス可能な各機能について説明します。管理メニュ

ーをクリックするとページが開き(以下、画面イメージを参照) 、そこで、これらの特定の管理タ

スクのそれぞれに、適切なボタンをクリックすることでアクセスできます。GBIF 登録オプション

が設定されるまで、「Organization」ボタンは、デフォルトでは無効のままです。 

 

 

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin
https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin
mailto:helpdesk@gbif.org


2016/1/25 IPT2ManualNotes.wiki gbif/ipt Wiki GitHub 

 

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwincorearchivedocumentation 49/63 

 

IPT設定の構成 
このページでは、管理者権限を有するユーザーが IPTインスタンスの特性の設定変更が

できます。 

 

 Base URL(ベース URL)－この IPTインストールのルートを指す URL。URLは、IPTのインストール

時に自動的に設定されます。IPT を完全に機能させるために、ベース URL はインターネット経由

のアクセスを必要とします。localhost を使用する IPT のベース URL を設定すると、例えば、IPT

のインスタンスの GBIF への登録、IPT の機関への関連付け、リソースのパブリックなアクセスが

できなくなります。 

 注：IPT は、IPT の設定が保存されるとき、クライアントコンピュータからのアクセシビリテ

ィについてベース URL をテストします。IPT が与えられたベース URL にアクセスできない場

合、警告メッセージが表示され、変更は保存されません。新しい URL が機能しない場合(例、

IPT の再起動を必要とするポートの変更など) のベース URL の変更手順を、以下に示します： 

○ ログアウトし、IPT をシャットダウンしてください。 

○ IPT のデータディレクトリで、（Microsoft Word ではなく）シンプルなテキストエディタ（余分

なコードを付け加えない、例えば、NotePad, TextEdit,vi など）を使用し config / ip.properties フ

ァイルを開いてください。 

○ ipt.properties ファイル内で、コロン文字をエスケープするバックスラッシュを使用して、新し

いポートで新しい URL に対する「ipt.baseURL」で始まる行を変更してください。例えば、 

http://test.edu:7001/ipt.については、ipt.baseURL=http://test.edu:7001/ipt を入力してくださ

い。 

○ サーブレットコンテナで IPT を再起動してください。 

○ このマニュアルの次のセクション「すべてのリソースの公開」で説明するように IPTC のメタデ

ータを更新してください。 

・Proxy URL(プロキシ URL)  IPT がインストールされているサーバーが、プロキシサーバーま

たは仮想ホストを介してルーティングされる場合、URL として protocol:host:port 形式でプロキ

シを入力します。例えば、http://proxy.gbif.org:8080。 

・Google Analytics key(Google Analytics のキー) Google Analytics で IPT のインスタンスの利用を

追跡したい場合、このテキストボックスに Google Analytics のキーを入力することで、それを有効化

できます。GBIF による IPT のインスタンスの利用の追跡と区別でき、これは、以下で説明するチェ

ックボックスを使用して有効にすることができます。Google Analytics の詳細の説明は、 

http://www.google.com/intl/en/analytics/index.html. を参照。 

・Enable GBIF Analytics(GBIF Analytics の有効化)  Google Analytics を用いた IPT のインス

タンスの追跡のために GBIF を有効化したい場合は、このチェックボックスをオンにしてく

ださい。 

・Debugging Mode(デバッグモード)  IPT に詳細なデバッグモードでログを開始させたい場合は、こ

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin
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のチェックボックスをオンにしてください。デバッグモードは、IPT の問題を追跡する場合を除き、

一般的に不要です。IPT のログファイルは、IPT のデータディレクトリ内のファイル debug.log にあり

ます。データディレクトリは、インストールプロセスの最初のステップで設定されます(スタートガイ

ドを参照)。debug.log ファイルの表示について、管理者権限を持つユーザーによる簡単な方法につい

ては、「管理メニュー」セクションの「IPTログの表示」の情報を参照してください。 

・Archival Mode(アーカイブモード)  IPTにすべてのリソースの公開されたすべてのバージョンを

アーカイブしたい場合は、このチェックボックスをオンにしてください。これで、リソースのバー

ジョン履歴を追跡することができます。チェックボックスをオンにしないと、古いバージョンは最

新のもので上書きされます。ディスクの空き容量が不足しないように注意してください。 

・IPT Server Location(IPTサーバーの位置) ページのこの領域で、管理者は、IPTがインストールさ

れているサーバー位置の地理的座標の設定ができます (緯度と経度)。これらの座標の設定で、GBIF は、

世界中の他の登録された IPTの中で、この場所をマッピングすることができます。 

すべてのリソースの公開 

このオプションは、ちょうど公開ボタンのような管理機能で、それだけですべてのリソースを

公開します。したがって、リソースごとに、新しい DWCA、EML、および RTFを作成し、そ

の更新をレジストリへ RSSを経由して配信します。加えて、それはまた、レジストリの IPTメ

タデータを更新します。リソースが更新された前回以降、以下のいずれかの条件が満たされた

場合、必要な更新を行うためにこのボタンをクリックしてください: 

 複数のリソースが更新され、個別に公開するのではなく、新しいリリースをすべて

公開したいとき。 

 ベース URL またはプロキシ URL が変更され、その変更を反映するために IPT登録

サービスを更新したいとき。 

ユーザーアカウントの設定 

このページで、管理者権限を持つユーザーはユーザーアカウントを作成、変更、および削除

することができます。ページが開かれると、既存のユーザーと基本情報、すなわち名前、電

子メールアドレス、権限、および最後のログインの日付と時刻を示すテーブルが表示されま

す。 

 

新しいユーザーの作成 

新しいユーザーは、既存のユーザーのリストの下の「Create」と書かれたボタンをクリック

することで作成することができます。これで、ユーザーに関する情報を入力できるページが

開き、その後、「Save」ボタンをクリックすることで、新規ユーザーが作成されます。 
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 Email(電子メール) ユーザーの現在のメールアドレスは、IPT内にログインするために識別子とし

て使用され、変更することはできません。 

 Note(注): 電子メールアドレスの変更が必要な場合、推奨される手順は、新しいメールアドレスを持

つ新しいユーザーアカウントを作成し、その後、古い電子メールアドレスを持つユーザーアカウン

トを削除することです。 

 First name（名前） ユーザーの名。 

 Last name(姓) ユーザーの姓。 

 Role（権限） ユーザーが IPTのインストールに関して持つ権限。管理者ユーザーは、IPTのインス

タンスのすべての要素を変更できます。「登録権のないマネージャー」の権限を持つユーザーは、彼

らが作成したか、IPTのインスタンス内で管理することを求められているリソースを作成、編集、削

除、および管理することができます。「登録権限を持つマネージャー」権限を持つユーザーは、GBIF

ネットワークにリソースを登録する追加能力を備えています。他のユーザーは、IPTにログインし、

リソースを表示できますが、変更を加えることはできません。 

 Password (パスワード)ユーザーのパスワードは、少なくとも 4文字で構成する必要があり、IPTア

プリケーションから回復できないので、喪失に対して安全に保護しなければなりません。 

 Note(注): ユーザーのパスワードが失われた場合、管理者権限を持つユーザーは、それを、自動生成さ

れる新しい値にリセットすることができます。リセットされたユーザーのために新しいパスワードを伝

達するのは、管理者ユーザーの責任です。その後、ユーザーは、ログイン後の各ページの右上にあるヘ

ッダー内「Account」リンクを介してアクセス可能な IPTのアカウントページに入力することで、パス

ワードを希望するものに変更することができます。 

 Verify password(パスワードの検証) 意図したものが入力されたことを確認するためのパスワ

ードテキストボックスに入力されるパスワードの正確なコピー。 

既存のユーザーの変更 

ユーザーに関する情報は、既存のユーザーのリストからユーザーの名前を選択し、ユーザーの

詳細ページで変更することができます。ユーザーの詳細ページには、そのユーザーに関するす

べての情報が示されています。名前、姓、および権限は、新しい値を入力し、「Save」ボタン

をクリックすることで変更することができます。このページで入力する情報の詳細は、上記の

「新規ユーザーの作成」セクションの説明に記載されています。 
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 Reset password(パスワードのリセット) ユーザーがパスワードを忘れた場合、「Reset 

password」ボタンをクリックし新しいものを生成させることができ、新しいパスワードはペー

ジの上部の情報メッセージに記載されます。 

 注: IPTはこの変更の影響を受けるユーザーへの通知を行いません。新しいパスワードをユーザーに

知らせるのは、パスワードをリセットする管理者の責任です。 

ユーザーの削除 

不要になったユーザーアカウントは、ユーザーの詳細ページにアクセスし、既存のユーザーのリ

ストから削除したいユーザーの名前を選択して、削除することができます。ユーザーの詳細ペー

ジの下部で、ユーザーアカウントを削除するために、「delete」ボタンをクリックしてください。

ただし、いくつか、ユーザーを削除することができない条件があります。アカウントがログイン

されている間、ユーザーはそのアカウントを削除することはできません。これは、管理者権限持

つ別のアカウントから削除することになります。また、IPTのインストールは、必ず管理者権限

を持つ少なくとも 1人のユーザーの存在が必要で、最後に残っている管理者を削除することはで

きません。そのユーザーを削除するには、まず管理者権限を持つ新しいユーザーを作成し、その

新しいユーザーでログインし、他の管理者カウントを削除します。最後に、各リソースには、管

理者またはマネージャー権限のいずれかを有する少なくとも 1人の関連したユーザーが必要で、

最後に残った管理者を削除することはできません。そのユーザーを削除するには、まず管理者ま

たはマネージャー権限を持つ別のユーザーを、最後に残った管理者に関連するすべてのリソース

に関連付けます。新しいマネージャーを割り当てる方法は、上記の「既存のリソースの編集」セ

クションの「リソースマネージャー」の情報を参照してください。 

GBIF登録オプションの設定 

このページで、ユーザーは、IPTインスタンスを GBIFレジストリ内へ登録することができま

す（まだ登録されていない場合）。IPTリソースのいずれかが機関（「管理メニュー」の「機

関の設定」の情報を参照）に関連付けられるまたは公開される前（公開バージョンのセクシ

ョンを参照）に、IPTを登録しなければなりません。登録された IPTとそのパブリックリソー

スに関する情報は、レジストリサービスを介して検索可能になり、GBIFポータルを経由した

検索のために、IPT上で公開されるリソースデータへのインデックス付けも可能となります。 

IPTが既に登録されている場合は、IPT登録情報は、「GBIF登録の編集」ページを開き、編

集することができます。 

GBIF に登録する最初のステップで、IPTが、GBIFサービスと通信可能な有効な URLを持

っているかテストします。このテストの実行には、「Validate」ボタンをクリックしてくだ

さい。 

検証テストが失敗した場合、エラーメッセージで、GBIFレジストリと IPT間の通信に関する

問題の性質を指摘します。エラーの原因は： 
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 No Internet connectivity(インターネットが接続されていない)  IPTが、適切に機能す
るためには、アクティブなインターネット接続が必要です。「Validate」ボタンがクリ
ックされたときに、インターネットへの接続が失われると、エラーが発生します。登録
を続行する前に、インターネット接続の復元を試みてください。 

 Incorrect Base or Proxy URL（間違ったベースまたはプロキシ URL） ベース URLは、
IPTのセットアッププロセス中に自動的に検出され、設定されます(「IP設定 II」のセク
ションを参照)。IPTがインストールされたサーバーの設定の変更は、ベースまたはプロ
キシ URLの変更を必要とする可能性があります。ベースとプロキシ URLは IP設定ペ
ージで変更することができます(IPT 設定のセクションのベース URLとプロキシ URLの
説明を参照)。 

 Firewall(ファイアウォール) インターネットが接続されている場合、ファイアウォ

ールがベースまたはプロキシURLへの接続を妨害している可能性があります。外

部に接続するすべてのファイアウォールおよびプロキシ設定の変更してください。 

 GBIF Registry inaccessible（GBIF レジストリアクセス不能） エラーメッセー

ジがいままでのエラーは発生していないが、GBIF レジストリとの通信に失敗して

いると示唆している場合、GBIF のヘルプデスク(helpdesk@gbif.org)に、GBIF レジ

ストリへの接続に問題があることを報告してください。 

 

IPTが、上記の検証ステップをパスした場合、登録に必要な追加情報を示すフォームが提示さ

れます。このステップにおいて、IPT インスタンスは、機関に関連付けられます。 その前に、

機関はすでに GBIFレジストリに登録されている必要があり、そのパスワードが必要です。

このフォームのフィールドと選択の説明については、以下の情報を参照してください。 

 

以下は、選択または入力すべき特定の情報の説明です: 

 Organisation(機関) 選択ボックスには、GBIF レジストリ内の機関のリストが含まれています。

その中から、この IPT インスタンスに関連付ける単一の機関を選択します。リスト上に求める機

関を見つけることができない場合は、GBIF のレジストリ(http://www.gbif.org/publisher/search)を

使用し、機関が予想外の名前で登録されていないか確認できます。機関がまだ GBIF に登録され

ていない場合は、IPT の登録に進む前に、GBIF ヘルプデスクに連絡してください。必要な情報を

入力するだけのデフォルトのメールクライアントの電子メールテンプレートを開くためには、

GBIF ヘルプデスクのリンクをクリックします。 

 Organisation's password(機関のパスワード)  GBIF レジストリ内に登録された選択した機関の正

しいパスワードをこのテキストボックスに入力し、そのユーザーがその機関に IPT インスタンス

を関連付ける必要な権限を持っているか確認します。機関のパスワードを持たない場合は、登録

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin
mailto:helpdesk@gbif.org)
http://www.gbif.org/publisher/search)


https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwincorearchivedocumentation 54/63 

された連絡先にそれを要求することができます。機関のメインの連絡先へのリンクは、機関の選

択ボックスで機関を選択した後、機関のパスワード・テキストボックスの下に表示されます。パ

スワードは、「保存」ボタンをクリックしたとき、IPT登録を認証するために使用されます。 

 

 Alias(エイリアス)  IPT のこのインスタンス内の機関を表すのに便宜的な名前やコードを入力し

ます。エイリアスは、IPT のユーザーインターフェースで、機関の選択ボックスで完全な機関名

の代わりに表示されます。 

 Can publish resources? (リソースを公開することはできるか？) 選択した機関がまた、この IPT

インスタンス上の公開リソースに関連付けできる場合は、このチェックボックスをオンにします。

チェックしないままにしておくと、リソースに関連付けできる機関のリストに、機関は表示され

ません。この機関が、IPT インスタンスのためだけのホストで、IPT インスタンスを通じて公開

されるいずれのリソースのためではない場合、チェックしないままにします。 

 Title for the IPT installation(IPT インストール用タイトル) - GBIF レジストリ内で使用す

る IPT インストールのタイトルを入力します。タイトルはレジストリ内に IPT インストー

ルをリストし、検索するために使用される一次情報です。 

 Description for this IPT installation(この IPT インストール用の説明) - GBIF レジストリ内で使

用される IPT インストールの説明を入力します。これは、指定メタデータ・フィールド上の詳

細情報を共有させることによって、レジストリのユーザーがさらに IPT インスタンスの意義を

理解するのに役立つようにするためのものです。 

 Contact Name(連絡先)  IPT インストールの詳細について連絡すべき人の名前を入力します。

IPT インスタンスの管理者権限を持ち、インストールに関する技術的な詳細を知っている人で

なければなりません。 

 Contact Email(連絡先メールアドレス) 連絡先名に記名されている人の現在のメールアドレ

スを入力します。 

 IPT password(IPT パスワード)  GBIF レジストリ内でこの IPT インストール用のエントリを編

集するために使用するパスワードを入力します。 

 Save(保存) 上記のすべての情報が入力または選択された場合、GBIF レジストリに、IPT インス

トールを登録するには「Save」ボタンをクリックします。IPT インストールの登録に成功した後、

GBIF 登録の設定ページは、IPT が既に登録され、選択した機関と関連付けられていると表示しま

す。また、登録が成功した後、機関の設定ページは、管理メニューからアクセスできるようにな

る。 

 Note( 注): IPT 登録への変更(リソース登録ではないこれについては、「リソースのメニューの管

理」セクションの「リソースの概要」下の「Visibility」と、「管理メニュー」セクションの見出

し「すべてのリソースの公開」の下の情報を参照) は、GBIF のヘルプデスク(helpdesk@gbif.org)

と協議して行う必要があります。 

GBIF 登録の編集 

このページで、GBIF レジストリに登録された後、ユーザーは IPT インスタンスのタイトル、

説明、連絡先名、および連絡先の電子メールを編集することができます。関連する（ホス

ト）機関を変更することはできません。アドミニストレーターは、GBIFレジストリに表示

される他のフィールドの変更のために、GBIFのヘルプデスク(helpdesk@gbif.org)に連絡し

てサポートを得ることができます。 
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機関の設定  

IPTインスタンスが正常に GBIFのレジストリに登録されるまで、このページは利用できませ

ん(「管理メニュー」の見出し「GBIF登録の設定」下の情報を参照)。登録されると、このペ

ージは、この IPTインスタンス内のリソースに関連付けできる機関のリストを示します。IPT 

が機関のデータをホストしている場合で、それがその機関に関連付けされていない場合、デ

ータが使用できるようにするには、前もって、その機関を追加設定する必要があります。 

リソースへ DOIを割り当てることのできる IPTは、機関に、DataCiteまたは EZIDアカウント

を設定する必要もあります。DataCiteまたは EZIDアカウントを設定するために、機関は必ず

しもリソースを公開できる(リソースに関連付けられる)必要はありません。DOIを登録するた

めに使用できる DataCiteまたは EZIDアカウントは、一度に一つだけで、IPTのアーカイブモ

ードをオンにする必要があります(アーカイブモードの詳細については、IPTの設定のセクショ

ンを参照してください)。機関のリストは、どの機関が DataCiteまたは EZIDアカウントで設定

されているか、どれがこの IPTインスタンス内のすべてのリソースの DOIを登録するために選

択されているかを表示します。 
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機関の編集 

このページで、管理者権限を持つユーザーは、機関を編集することができます。選択した機関

の詳細を含むページを開くには、「編集」ボタンをクリックします。このフォーム上のフィー

ルドと選択の説明については、以下の情報を参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定の情報の説明については、以下を選択または入力します: 

 Organisation name(機関の名前) - GBIFレジストリに登録された機関の名前。注：これは

変更することができません。 

 Organisation password(機関のパスワード) - GBIFレジストリでこの機関のエント

リを編集するために使用されるパスワード。 

 Organisation alias(機関のエイリアス) - IPTインスタンス内で便宜的に機関に与えられる名前； 

エイリアス。完全な機関名は IPT内の機関選択リストに表示される。 

 Can publish resources(リソースは公開できるか) このチェックボックスは、機関が IPT内のリソ

ースに関連付けできるかどうかを示します。このボックスがチェックされた機関のみ、リソース

に関連付けられるリストに表示されます。 

 DOI registration agency(DOI 登録エージェンシー) リソースに DOIを登録するために使用

されるアカウントの種類； DataCiteまたは EZIDのいずれかになります。 注：アカウント

は、DataCite(または EZID)メンバーと契約を締結した後、機関に対して発行されます。そ

れによって、1つ以上のプレフィックス (e.g. 10.5072) の下、1つ以上のドメイン (e.g. 

gbif.org)で、そのアカウントは DOI を登録する許可を与えられます。注：アカウントが実

際に IPTのドメイン／ベース URL下で DOIを登録できるかを確認します。そうでない場合

は IPT経由の登録は機能しません。 

 Account username(アカウントユーザー名) 機関に発行された DataCite/ EZIDアカウン

トのユーザー名（シンボル）。 

 Account password(アカウントパスワード) 機関へ発行された DataCite/ EZIDアカウントパスワ

ード。 

 DOI prefix/shoulder(DOIプレフィックス／ショルダー)  DOIを作り出すために使用する適切な

DOI プレフィックス／ショルダー。プレフィックスは、機関へ発行されたアカウントに固有です。 

注:：テストモードで IPTを実行するとき、常にテストプレフィックスを使用する(例；

DataCite;10.5072、EZID;10.5072/FK2) 。 
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 Account activated(有効化されたアカウント)  このチェックボックスは、この DataCite/ EZID

アカウントが、IPTによるデータセットへの DOI登録に使用される唯一のアカウントかを示し

ます。DataCite/ EZIDアカウントは一度に一つだけ有効化することができます。 

機関の追加 

機関は、管理者権限を持つユーザーが、それらを追加するまで、リソースに関連付けることがで

きません。ページを開くには「追加」ボタンをクリックし、そのページ上で、IPTのこのインス

タンスで使用される追加的機関を、GBIFレジストリから選択します。このページのフィールド

と選択の説明については、上記の「機関の編集」セクション下の情報を参照してください。希望

の機関を選択し、パスワードを含む機関のための他のすべてのデータを入力した後、選択した機

関をリストに追加するため、「Save」ボタンをクリックしてください。 

 

コアタイプとエクステンションの設定 

このページにおいて、管理者権限を持つユーザーは、IPTのインスタンスが、GBIFレジストリ

からのデータのさまざまな定義済みの型をインポートし、共有することを可能にします。各タイ

プは、特定の目的をサポートするプロパティ（フィールド、ターム）が含まれています。例えば、

ダーウィンコア分類群のコアタイプは分類学上の名称、分類群名の使用法、および分類群の概念

に関連する情報をサポートしており、IPTは、分類学と命名法チェックリストのためのリソース

をホストすることができます。区別は、コアの種類とエクステンションの間で行われます。コア

タイプは、データレコード（オカレンス、分類群、およびイベントなど）の基礎を提供し、エク

ステンションは、追加データにコアタイプのレコードを関連付けるための手段を提供します。

「リソースの概要」セクションの見出し「ダーウィンコア・マッピング」下に説明されるように、

特定のリソースのために 1つのコアタイプだけを選択することができます。 

語彙にはコアタイプまたはエクステンションで特定のタームがとれる有効な値のリストが含

まれています。たとえば、ダーウィンコアタイプの語彙には、ダーウィンコアのタームの

basisOfRecord で許可されたすべての標準値がすべて含まれています。 

インストールされたコアタイプとエクステンションのリストに続いて、単一の「Synchronise」

ボタンを持つ「エクステンションと語彙の同期」セクションが表示されます。GBIFレジストリ

内に存在するが、まだインストールされていないコアタイプとエクステンションの最新バージ

ョンは、語彙セクションの下に記載されています。 
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GBIFレジストリから、さらにコアタイプとエクステンションが利用可能 

 

左側のカラムはコアタイプ、またはエクステンションの名前を示し、右側のカラムには、コアタイ

プ、またはエクステンションに関して、提供するデータのタイプの簡単な説明を含めて、情報の要約

を示します。 

 

エクステンションのリスト（インストールされたもの、およびインストールされていないもの）

は、それぞれ 2つのカラムがあります。左側のカラムには、リンクとしてのエクステンションの

名前、および「削除」または「インストール」のボタンが表示されます。エクステンションが古

くなっている場合は、もう一つの「更新」ボタンが表示されます。右側のカラムは、エクステン

ションに関する情報の要約で、エクステンションに対応するデータのタイプの簡単な説明、エク

ステンションの詳細情報へのリンク（存在するなら）、発行（リリース）された日付、エクステ

ンション内のプロパティ（フィールド、ターム）の数、エクステンションの名前、その名前空間、

行タイプ、およびキーワードからなります。これらのエクステンションの属性の詳細については、

ダーウィンコア・アーカイブにあるマニュアルを参照してください

http://rs.tdwg.org/dwc/terms/guides/text/.。エクステンションに対して実行できるアクションは、

次のとおりです。: 

エクステンションと語彙の同期 

エクステンションは、統制語彙として知られる、定義済みの値の用語のリストを利用するこ

とができます。定期的にこれらの語彙は変更される可能性があり(例えば、新しい翻訳が追加

されている場合) 、IPT内での更新が必要です。GBIFレジストリ内の既存の語彙と同期する

ためには、「Synchronise」ボタンをクリックします。更新が完了した後、同期が成功したか、

またはなんらかのエラーが発生したことをメッセージが示します。 

エクステンションの詳細の表示 

最初のカラムの各エクステンションのタイトルは、そのエクステンションの詳細ページへ

のリンクです。詳細ページには、詳細な説明、参照、エクステンションのプロパティのそ

れぞれについての例だけではなく、エクステンションリストの右側のカラムの要約情報の

全てが表示されます。 

http://rs.tdwg.org/dwc/terms/guides/text/


 

制御語彙を持つプロパティについては、右側のカラムのプロパティ情報には、"Vocabulary："ラ

ベルの隣にリンクとしての語彙の名前が含まれています。このリンクをクリックすると、上部に

語彙の概要、および優先および代替用語や識別子などのさらなる詳細な情報を伴う有効値のテー

ブルを持つ、語彙の詳細ページが開きます。 

 

エクステンションのインストール 

まだ IPT内にインストールされていないエクステンションについては、左側のカラムのエ

クステンション名の下に「Install」と書かれたボタンが表示されます。GBIFレジストリか

らエクステンションを取得し、IPT内にそれをインストールするには、このボタンをクリ

ックします。 

エクステンションの削除 

すでに IPT内にインストールされているエクステンションは、"Remove"ボタンをクリック

することで削除することができます。IPT内でリソースデータのマッピングに使用されてい

るエクステンションを削除することはできません。それを試みると、エラーメッセージと、

マッピングにエクステンションを使用するリソースの一覧が表示されます。
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エクステンションの更新 

既に IPT 内にインストールされ、古くなった任意のエクステンションは、"Update"と書かれたボタンをクリックすることで更新できます。

エクステンションを更新することにより、新しいタームや新しい語彙のいずれも活用することができます。更新時には、非推奨の用語へ

の既存のマッピングは削除され、別の用語に置き換えられ場合は、非推奨の用語への既存のマッピングも自動的に更新されます。更新後、

影響を受けるすべてのリソースをレビューし、再度公開しなければなりません。 

 

IPT ログの表示  

IPTの実行中に実行されたアクションから生成されるメッセージは、IPTのデータディレクトリ内の

「ログ」と呼ばれる参照用ファイルに記録されます(「管理メニュー」セクションの見出し「IPT設

定」の下の情報を参照)。IPTログの表示ページには、admin.logという名前のファイルからメッセージ

が表示され、これには、警告以上の重大性を持つログメッセージのみが含まれています(エラーなど)。

メッセージの完全なログ（debug.logという名前のファイルに含まれる）は、「完全なログファイル」

と表示されたリンクをクリックして、開き、表示することができます。完全なログファイルの内容は、

明らかなバグを報告する時に役立ちます。 

 

 

メニューについて (すべてのユーザーに表示) 

デフォルトの“About”ページは、現在の IPTインストールに関する情報を提供します。これは、登録さ
れている場合、ホスティング機関に関する情報を含みます。このページは、IPTのデータディレクトリ
内の「config」と呼ばれるディレクトリ内の about.ftlというファイルを編集して、個々の IPTインスタ
ンス用にカスタマイズすることを意図しています(「管理メニュー」セクションの見出し「IPT設定」の
下の情報を参照)。about.ftlファイルは、HTMLとフォームのさまざまな参照形式を組み合わせることが
できる Freemarkerのテンプレートです：${host.variable!"alternate value if null"}。about.ftlファイルに変更
を加えた後、変更を表示するために、ページを再起動する必要があります。変数の例については、デ
フォルトの about.ftlファイルを参照してください。 
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ここで、上記のページのような表示が about.ftlファイルの内容の結果となります。 

<h1>About this IPT installation</h1> 

<#if host.name??> 

<p>This is a default IPT hosted by ${host.name}</p> 

<p>You can use the following variables about the hosting organisation:</p> 

<ul> 

<li>description = ${host.description!}</li> 

<li>name = ${host.name!}</li> 

<li>alias = ${host.alias!}</li> 

<li>homepageURL = ${host.homepageURL!}</li> 

<li>primaryContactType = ${host.primaryContactType!}</li> 

<li>primaryContactName = ${host.primaryContactName!}</li> 

<li>primaryContactDescription = ${host.primaryContactDescription!}</li> 

<li>primaryContactAddress = ${host.primaryContactAddress!}</li> 

<li>primaryContactEmail = ${host.primaryContactEmail!}</li> 

<li>primaryContactPhone = ${host.primaryContactPhone!}</li> 

<li>nodeKey = ${host.nodeKey!}</li> 

<li>nodeName = ${host.nodeName!}</li> 

<li>nodeContactEmail = ${host.nodeContactEmail!}</li> 

</ul> 

<#else> 

This IPT installation has not been registered yet. 

</#if> 

IPT について 

引用 

このユーザーマニュアルは、以前の IPT ユーザーズマニュアル（Réveillon 2009）を改訂し、

その上に構築されています。このユーザーマニュアルの引用は、次のように行ってください。 

Wieczorek & Braak (2015). The GBIF Integrated Publishing Toolkit User Manual, version 2.2. 

Copenhagen: Global Biodiversity Information Facility.  
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著作権 

GBIF 統合パブリッシング・ツールキットと、このユーザーマニュアルは、地球規模生物多

様性情報機構事務局(Global Biodiversity Information Facility Secretariat)によって Copyright 

2015が設定されています。. 

 

ライセンス 

GBIF 統合パブリッシング・ツールキットは、Apacheライセンスバージョン 2.0の下でリリ

ースされたオープンソースソフトウェアです。ライセンスのコピーは次のサイトで入手する

ことができます：http://www.apache.org/licenses/LICENSE2.0.。適用される法律または書

面での同意がない限り、このライセンスの下で配布されたソフトウェアは、明示的であれ、

暗黙的であれ、いかなる種類の条件の保証もなしに、「そのまま」配布されます。ライセン

スに基づく権利および制限を規定する文言については、ライセンスを参照してください。 

このユーザーマニュアルは、クリエイティブ・コモンズ非営利 - 継承 3.0 非移植のライセン

スの下でリリースされています。ライセンスのコピーは次のサイトで入手することができま

す： http://creativecommons.org/licenses/byncsa/3.0/.。詳細については実際のライセ

ンス文書を調べる必要がありますが、一般的にライセンスは、以下の条件で、無償で著作物

をコピー、配布、転送、編集または修正改変できると述べています: 

 このページに示した方法で作品を引用しなければなりません(ただしその方法は、

GBIF または GBIF 事務局が、使用者またはこの著作物の使用の承認を提示するもの

ではありません)；  

 商業目的のためにこの作品を使用することはできません； 

 この著作物へ改変、変換、またはこの上に構築を行った場合、これと同一の許諾条

件の下でその著作物を配布することができます。 

 

リソース 

ダーウィンコア・アーカイブ文書 

ダーウィンコア・アーカイブ、略して DWCAの構造についての詳細はダーウィンコアの

Webサイトの「テキストガイド」に記載されています： 

http://rs.tdwg.org/dwc/terms/guides/text/。DWCAの IPTの使用の詳細については、この wiki

ページを参照してください。 

GBIF ヘルプデスク 

GBIF レジストリなど GBIFサービスの問題を報告するには、helpdesk@gbif.org 宛て電子メ

ールメッセージを送信してください。ヘルプデスクへ IPT-固有の質問は送信しないでくださ

い。それは、IPTメーリングリストに送信してください(下記参照)。 

GBIF レジストリ 

GBIF に登録された機関、IPTインスタンス、およびリソースに関する情報を検索するために

は、オンラインアプリケーション http://www.gbif.org/dataset を使用します。 

IPT GitHubサイト 

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://rs.tdwg.org/dwc/terms/guides/text/
mailto:helpdesk@gbif.org
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この GitHubのサイトは、IPTのプロジェクトのオープンソースコード、管理、およびドキ

ュメントのすべてのためのレジトリです。 

IPT 開発者文書 

インストールのソースコードの最新版へ貢献したい、あるいは、それを使用したい開発者は、

IPT wikiの How to Contributeのセクションを参照してください。 

GBIF コミュニティサイトの IPTエキスパートグループ 

 GBIFコミュニティサイトは、GBIF IPTに関連するヘルプデスク、プロモーション、訓練活動
への参加に興味のある方々のコミュニティです。これは、GBIFのネットワークの内外のツー
ルの幅広い取り込みを目的に、経験を交換し、助言を求め、機会を得るための場所です：
http://community.gbif.org/pg/groups/3529/gbif-ipt-helpdesk-and-training-experts/. 

 IPT問題追跡 

問題追跡は、IPT ソフトウェアおよび文書のバグレポートおよび機能要求管理システムです。 

IPTメーリングリスト 

統合パブリッシング・ツールキットの使用に関連するメッセージを送信および受信するため

に、IPTメーリングリストを購読してください。これは、ユーザーが IPTの使用の際に互い

にサポートし合うためのものです: http://lists.gbif.org/mailman/listinfo/ipt/. 

IPTサーバーの準備 

この wikiページは、IPTを実行するサーバーの準備についての詳細を提供するもので、次に示

す IPTのプロジェクトコードサイトの wikiを参照してください： 

http://code.google.com/p/gbifprovidertoolkit/wiki/IPTServerPreparation.。 

IPTサポートデータベース 

この wikiページは、IPTからデータソースへ接続可能なデータベース管理システムの詳細を提

供します。このページは、ここの IPTプロジェクトコードサイトを参照してください。 

IPT テストインストール 

GBIF は、評価およびテスト目的のための IPT機能インストールを提供しています。最新リ

リースのテストインストールはこちらを参照してください： http://ipt.gbif.org.。 

リファレンス 

Réveillon, A. 2009. The GBIF Integrated Publishing Toolkit User Manual, version 1.0. 

Copenhagen: Global Biodiversity Information Facility. 37 pp. 

用語集 

 Checklist Resource(チェックリストリソース) 分類群内の多くのタイプの中の 1つに関連

する情報を有するリソース。 

 Core Type(コアタイプ) リソースの基礎として使用される事前定義されたデータ特性（分

類群とオカレンス）セットのカテゴリー。IPT内のデータをマッピングする際に、追加

のエクステンションが、これらのコアタイプにリンクされることがある。 

 CSV file(CSV ファイル) カンマで区切られる値形式のデータを含むテキストファイル。 

 Data directory(データディレクトリ)  IPTインスタンスに関連付けられたデータが配置さ

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes.wiki#darwin
https://github.com/gbif/ipt/wiki/HowToContribute.wiki
http://community.gbif.org/pg/groups/3529/gbif
https://github.com/gbif/ipt/issues
http://lists.gbif.org/mailman/listinfo/ipt/
https://code.google.com/archive/p/gbif-providertoolkit/wikis/IPTServerPreparation.wiki
https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2DatabaseConnection.wiki
http://ipt.gbif.org/
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れているファイル構造の中の（相対的ではなく）完全なパス（場所）。 

 Darwin Core(ダーウィンコア) 生物多様性のデータを共有するために使用される用語およ

び用語のクラスからなる標準。 

 Darwin Core Archive(ダーウィンコア・アーカイブ) １つ以上のデータテキストファイル

からなるデータセットの単一の ZIPアーカイブ、テキストファイルの内容およびそれら

の互いの関連を記述した XML ファイル（meta.xml）、そして、データセットに関する

EMLメタデータを含む XMLファイル（eml.xml）。 

 EML -生態学的マークアップ言語。データセットに関するメタデータを符号化するために使用

される XMLベースのプロファイル。 

 Extension(エクステンション) このユーザーマニュアルでは、エクステンションは、特定の

カテゴリーのデータに対応する用語の集合。エクステンションは、特定の規格の拡張では

なく、IPTの機能の拡張と考える。 

 GBIF Registry(GBIF レジストリ) GBIFに登録されたノード、機関、リソース、および

IPTインストールを管理するレジストリ。その選択および相互運用性を可能にする。 

 Metadata(メタデータ) このマニュアルでは、メタデータは、データセット内のプライマ

リデータではなく、データセットについての情報を記述する。 

 Metadata Resource(メタデータリソース) データセットに関する情報を持つリソース。

ただし実質的にプライマリデータは有しない。メタデータリソースは、例えば、まだデ

ジタル化されていないコレクションに関する情報を与える可能性がある。 

 Occurrence Resource(オカレンスリソース) ダーウィンコアで定義されるオカレンス

に関する情報を持つリソース。 

 Private(プライベート) 作成者、招待されたマネージャー(invited manager)、IPTアドミニ

ストレーターのみが見ることができるリソースの状態。 

 Public(パブリック) 誰でも見ることができるリソースの状態。 

 Published Release(公開されたリリース) IPT内のリソースのために作成され、GBIFレ

ジストリに登録されているダーウィンコア・アーカイブの最新バージョン。 

 Registered(登録) 誰もが GBIFレジストリを通じてそれを検索することができるパブリ

ックリソースまたは IPTインスタンスの状態。 

 Resource(リソース) このマニュアルでは、リソースは、データセットとそれに関するメ

タデータを指す。 

 Resource Managers(リソースマネージャー) リソースの作成、変更、および削除の権

限を持つ IPTユーザー。 

 RowTypeエクステンション内で示される情報のカテゴリー。RowType は一般的にエクス

テンションに含まれる情報に最も適合するクラスの URI。  

 RSS ウェブサイトへの変更を追跡するためのサブスクリプション形式のタイプである、真

にシンプルなシンジケーション(Really Simple Syndication)の略語。 

 Sampling Event Resource(サンプリングイベントリソース) ダーウィンコアで定義さ

れているサンプリング・イベントに関する情報を持つリソース。 

 Shortname(短縮名)  IPTと IPTへのアクセスサービスの範囲内でリソースの識別に使

用される固有の短い名前。 

 Source Data(ソースデータ) このユーザーマニュアルでは、ソースデータは、リソース

内のコアタイプおよびエクステンションにマップされるデータで、テキストファイルま

たはデータベースで構成される。 
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 Visibility(可視性) リソースの表示態様を記載する用語（プライベート、パブリック、また

は登録）。 


