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確認マニュアルはJAIRO Cloud（WEKO3）βテスト
を担当するユーザーを対象に、βテスト移行対象
の確認手順を説明しています。

お問い合わせ先（ご質問、バグ報告）
JAIRO Cloudコミュニティサイトのフォーラム（掲
示板）でのみ受け付けます。
ご要望はβテスト終了後にまとめてお受けいたし
ます（別途ご案内）。

注意点
① WEKO3は現在も開発中です。
② βテスト環境には開発中の機能やバグも存

在しています。
③ 画面、操作性等は変更する可能性がありま

す。
④ βテストで編集した内容は、本番の移行に

は反映されません。
⑤ WEKO3の推奨ブラウザはGoogle Chrome/Fire

foxとなります。

１．確認マニュアルについて
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• 2-1: JAIRO Cloud（WEKO3）βテスト環境を表
示
（1）Webブラウザを起動し、JAIRO Cloud（WEKO3）βテス
ト環境にアクセスします。
※推奨ブラウザ: Google Chrome/Firefox

JAIRO Cloud（WEKO3）βテスト環境は自己署名証明書を使
用しているため、エラー画面が表示されますが、そのまま
続けてアクセスしてください。各推奨ブラウザのアクセス
手順は以下の通りです。
・Google Chrome

エラー画面 > 「詳細設定」をクリック > 画面下部に表示さ
れた「[βテストURL]にアクセスする（安全ではありませ
ん」をクリック

画面下部に追加表示

２．基本の操作

①「詳細設定」
をクリック

②「 [βテストURL]にアクセス
する（安全ではありません」

をクリック
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２．基本の操作
ID/PWの入力を求められたら、JAIRO Cloud（WEKO2）の
SWORD Client for WEKO（SCfW）のID/PWを入力します。
※ JAIRO Cloud（WEKO2）のSCfWのID/PWの確認方法
・JAIRO Cloud環境提供時のメールから確認する。
メールの件名「JAIRO Cloudの環境設定終了について」

・利用機関情報管理システムで確認
ログイン＞申請一覧＞[機関名] JC＞JCの詳細＞その

他

① SCfWのIDを「ユーザー名」に入力

③「ログイン」をクリック

① SCfWのPWを「パス
ワード」に入力
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・Firefox

JAIRO Cloud（WEKO3）βテスト環境は自己署名証明書のた
め、以下のエラー画面が表示されます。
エラー画面 > 「詳細情報…」をクリック > 画面下部に表示
された「危険を承知で続行」をクリック

画面下部に追加表示

２．基本の操作

①「詳細情報…」
をクリック

②「危険を承知で続行」
をクリック
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２．基本の操作
ID/PWの入力を求められたら、JAIRO Cloud（WEKO2）の
SWORD Client for WEKO（SCfW）のID/PWを入力します。
※ JAIRO Cloud（WEKO2）のSCfWのID/PWの確認方法
・JAIRO Cloud環境提供時のメールから確認する。
メールの件名「JAIRO Cloudの環境設定終了について」

・利用機関情報管理システムで確認
ログイン＞申請一覧＞[機関名] JC＞JCの詳細＞その

他

③「OK」をクリック
① SCfWのPWを「パ
スワード」に入力

① SCfWのIDを「ユーザー名」に入力
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• 2-2: 表示言語の切り替え
自機関のJAIRO Cloud（WEKO3）βテスト環境の表示言語が
デフォルトで英語となっているため、必要に応じて日本語
に切り替えます。
（1）ページ右上「Language」右に表示されている
「English」をクリック

（2）表示されたプルダウンメニュー「日本語」をクリッ
ク

２．基本の操作
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• 2-3: JAIRO Cloud（WEKO3）βテスト環境にロ
グイン
（1）ページ右上の「ログイン」をクリック。（「登録」
ではありません）

（2）「アカウントにログイン」画面が表示され、ログイ
ン情報の入力を求められたら、「次期JAIRO Cloud
（WEKO3）βテスト実施要領」5.テスト環境ログインアカ
ウント記載のログイン情報（メールアドレスとPassword）
を入力し「ログイン」を入力しクリックする。

（3）JAIRO Cloud（WEKO3）βテスト環境がログイン状態に
なります（右上に自身のアカウント名が表示された状態）。

２．基本の操作

①

②

アカウント名が右上に
表示されます。
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• 2-4: JAIRO Cloud（WEKO3）βテスト環境の管
理画面表示
（1）ログイン状態でページ右上に表示される
「自身のアカウント名」をクリック。

（2）Profile画面が表示されたら、ページ左「設
定」メニューから「Administration」をクリック。

（3）「Administration」画面が表示されます。

２．基本の操作

参考
ハンバーガーメニューをク
リックすると、ページ左に
表示されているメニューが

開閉します。
参考

WEKOのロゴ、WEKOを
クリックするとトップ
ページに遷移します。
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３．アイテムタイプの確認
• 3-1: アイテムタイプのβテスト移行対象

1. 全てのアイテムタイプ（標準アイテムタイ
プ、ハーベスト用アイテムタイプ）

2. 項目名、入力タイプ（属性）、オプション
（必須、複数可など）

3. junii2マッピング（JPCOARスキーママッピ
ングに変換して移行）
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（1）「Administration」左のメニューから以下の
順にクリックして「Meta」画面を表示します。
Item Types > Meta

（2）「Meta」画面が表示されたら「標準アイテ
ムタイプ」のラジオボタンが選択されているこ
とを確認し、プルダウンメニューをクリックし
ます。

３．アイテムタイプの確認
• 3-2:全てのアイテムタイプ（標準アイテム
タイプ、ハーベスト用アイテムタイプ）の
移行を確認

※JAIRO Cloud（WEKO2）の操作はユーザー利用手引き書「3.3.1. アイ
テムタイプ管理（作成／編集）」及び「3.3.1.3. アイテムタイプ編
集」をご確認ください。

①「Item Types」をクリックすると
配下の「Mapping～Properties」メ

ニューが表示されます。

②「Meta」をクリック

①「Meta」画面で
あることを確認 ②「標準アイテムタイプ」

の選択を確認

③プルダウンメニューをクリック 13
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（3）プルダウンメニューに、移行されたアイテ
ムタイプが表示されます。全てのアイテムタイ
プが移行されているか確認してください。

※アイテムタイプの確認の留意事項
βテストでは「ハーベスト用アイテムタイプ」も
「標準アイテムタイプ」として移行されます。
WEKO3ではラジオボタン「標準アイテムタイ
プ」「ハーベスト用アイテムタイプ」「削除済
アイテムタイプ」にチェックがついているアイ
テムタイプがプルダウンメニューに表示されま
すが、ラジオボタンは「標準アイテムタイプ」
を選択した状態で、アイテムタイプの移行を確
認してください。

３．アイテムタイプの確認

アイテムタイプ名末尾に追加
された丸括弧と数字は、アイ
テムタイプのバージョン情報

となります。
※本図はテスト環境のため、
WEKO2の標準アイテムタイ
プは表示されていません
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（1）3-1の（3）の手順で標準アイテムタイプの
プルダウンメニューを開き、任意のアイテムタ
イプを選択します。

（2）画面に（1）で選択したアイテムタイプ名、
項目名（JAIRO Cloud（WEKO3）のラベルは「ア
イテム名」）、属性、オプションが表示されま
す。
自機関のJAIRO Cloud（WEKO2）から別資料通り
に各項目が移行されているか確認してください。
※項目名の多言語設定は「Localization Settings」
をクリックすると表示されます。

３．アイテムタイプの確認
• 3-3: 項目名、入力タイプ（属性）、オプ
ション（必須、複数可など）の移行を確認

※JAIRO Cloud（WEKO2）の操作はユーザー利用手引き書「3.3.1. アイ
テムタイプ管理（作成／編集）」及び「3.3.1.3. アイテムタイプ編
集」「3.3.1.4. アイテムタイプメタデータ編集」をご確認ください。

②プルダウンメニューをクリック

①「標準アイテムタイプ」を選択

③プルダウンメニューに表示された
任意のアイテムタイプをクリック
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３．アイテムタイプの確認
①アイテムタイプ名

②項目名 ③属性（名称）
④オプション

③属性（入力項目）

②項目名
（多言語設定）

※別資料
01_学術雑誌論文(Journal Article)ほか.xlsx

02_会議発表用資料(Presentation).xlsx

03_学位論文(Thesis or Dissertation).xlsx

04_報告書(Research Paper).xlsx

05_図書(Book).xlsx

06_図書の一部(Book).xlsx

07_ユーザー定義メタデータ（junii2マッピング
あり）.xlsx

08_ユーザー定義メタデータ（junii2マッピング
なし）.xlsx

09_コンテンツ情報の移行.xlsx 16



３．アイテムタイプの確認

（1）「Administration」左のメニューから以下の
順にクリックして「Mapping」画面を表示します。
Item Types > Mapping

（2）「Mapping」画面では「アイテムタイプリ
スト」プルダウンメニューに表示される一つ目
のアイテムタイプが選択状態となっています。
この「アイテムタイプリスト」プルダウンメ
ニューから、画面に表示するアイテムタイプの
変更ができます。

①「Item Types」をクリックすると配下
の「Mapping～Properties」メニューが

表示されます。

②Mappingをクリック

• 3-4: Junii2マッピングに対応したJPCOARス
キーママッピング設定を確認

※JAIRO Cloud（WEKO2）の操作はユーザー利用手引き書「3.3.2. アイ
テムタイプ管理（OAI-PMHマップ）」をご確認ください。

※JPCOARスキーマの詳細はJPCOARスキーマガイドラインをご確認く
ださい。

17

http://id.nii.ac.jp/1038/00000094/
https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja


３．アイテムタイプの確認
（3）「Mapping」画面では「スキーマリスト」
プルダウンメニューに「jpcoar_mapping」が選択
状態となっています。表示が異なる場合は、プ
ルダウンメニューから「jpcoar_mapping」を選択
してください。

（4）「アイテムタイプリスト」プルダウンメ
ニューに表示されるアイテムタイプを順番に確
認してください。
※標準アイテムタイプと、ハーベスト用アイテ
ムタイプが混在して表示されます。ご注意くだ
さい。

（5）画面中央には、アイテムタイプリストで選
択しているアイテムタイプのマッピング設定が
表示されます。
※「「システムが付与したアイテムタイプ
（親）」では永続識別子（DOI）等のマッピング
を確認できます。マッピング画面表示時は非表
示ですが「▼」ボタンをクリックして表示でき
ます。

アイテムタイプリスト

スキーマリスト
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３．アイテムタイプの確認
（6）画面下部のスキーマ（子）には、画面中央
のスキーマ（親）のラジオボタンをチェックす
る事で、子階層の項目が表示されます。

（7）JPCOARスキーマが自機関のJAIRO Cloud
（WEKO2）から別資料通りに移行されているか
確認してください。

※別資料
01_学術雑誌論文(Journal Article)ほか.xlsx

02_会議発表用資料(Presentation).xlsx

03_学位論文(Thesis or Dissertation).xlsx

04_報告書(Research Paper).xlsx

05_図書(Book).xlsx

06_図書の一部(Book).xlsx

「システムが付与し
たアイテムタイプ」

項目名
（親）

JPCOARスキーマ
（親）

項目名
（子）

JPCOARスキーマ
（子）

子項目表示用
ラジオボタン
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３．アイテムタイプの確認
07_ユーザー定義メタデータ（junii2マッピング

あり）.xlsx

08_ユーザー定義メタデータ（junii2マッピング
なし）.xlsx

09_コンテンツ情報の移行.xlsx
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1. 4月5日時点で、最新（登録・更新日）の
500アイテム

2. メタデータ
3. 本文ファイル
4. 識別子（WEKO アイテムID、DOI 、CNRIハ

ンドル）
※WEKO アイテムIDとはJAIRO Cloud
（WEKO2）アイテム詳細画面のURLに表示
される識別子アイテム間リンク

４．アイテムの確認
• 4-1:アイテムのβテスト移行対象
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（1）JAIRO Cloud （WEKO2）でWEKOモジュール
をセッティングしていたページを表示します。

（2）JAIRO Cloud （WEKO3）でMain contents
（JAIRO Cloud（WEKO2）ではWEKOモジュール）
左に表示されている「インデックスツリー」を
クリックします。

４．アイテムの確認
• 4-2:アイテム詳細画面を確認
※JAIRO Cloud（WEKO2）の操作はユーザー利用手引き書「3.1.1 ア
イテム検索」及び「3.1.2. アイテム詳細」をご確認ください。

インデックスツリー

Main contents（JAIRO Cloud
（WEKO2）ではWEKOモジュール）
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（3）「インデックスツリー」右に「 Index List 」が表
示されます。「 Index List 」には選択したインデック
スに所属するインデックスが表示されます。
各インデックス名の右に「〇 items」（〇はアイテム
数）とインデックスに所属しているアイテム数が表
示されます。
※ログイン状態のみ、非公開アイテムが含まれるイ
ンデックスには「〇 items（Private 〇 items ）」（〇
はアイテム数）と表示されます。
「 Index List 」の下に「アイテムリスト」が表示され
ます。選択したインデックスにアイテムが所属して
る場合は所属するアイテムが表示されますが、イン
デックスツリーにアイテムは所属しないため、アイ
テムリストの表示のみされます。

（4）「インデックスリスト」に表示されたインデッ
クス名をクリックすることで、各インデックスの詳
細表示に切り替わります。ここでは所属するアイテ
ムが0件ではないインデックスを選択します。

４．アイテムの確認

インデックスリスト

インデックス名の一覧
インデックスに所属
するアイテム数

アイテムリスト
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（5）アイテムのタイトルをクリックしてアイテ
ム詳細画面を表示します。アイテム用リンクはD
OI、CNRIハンドルを使用していない場合「https:/
/{βテスト環境のFQDN}/records/{WEKO2アイテムI
D}」と移行します。

４．アイテムの確認
子インデックスがあればIndex List

アイテムリスト

表示しているインデックス名

表示しているインデックス
に所属しているアイテム
表示しているインデックス
に所属しているアイテム
表示しているインデックス
に登録されたアイテム

https://FQDN/records/WEKO
2アイテムID

アイテム用リンク
識別子（WEKO アイテムID、

DOI 、CNRIハンドル）

メタデータ

タイトル

本文ファイル

アイテム詳細画面１
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４．アイテムの確認
アイテム詳細画面２（メタデータ拡大版）

JAIRO Cloud（WEKO3）ではメタ
データが階層構造で表示されます。

著者名をクリックすると、
詳細除法が表示されます。
著者名をクリックすると、
詳細情報が表示されます。
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４．アイテムの確認

※アイテム確認の留意事項
・ OAI-PMH出力
junii2、DublinCoreのは確認できません。
・本文ファイル
本文ファイルに特殊な文字が含まれている場合、
正しく移行されていない可能性があります。
・プレビュー
WEKO3では簡易表示を設定しているアイテムは、
プレビューを表示しません。
PDFカバーページの画像がアイテム詳細画面のプ
レビューに表示されません。
・著者の詳細表示
漢字の姓名（junii2:creator lang=“ja”）と姓名のヨ
ミを両方入れている場合、アイテム詳細画面に
漢字の姓名が表示されません。※ヨミは表示さ
れます。また、JPCOARのOAI-PMH出力では漢字
姓名は出力されます。

（6）アイテム確認の留意事項と、別資料「βテ
スト対象アイテム一覧」から自機関の対応する
アイテムを確認し、メタデータと本文ファイル
が問題なく移行されているか確認してください。
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４．アイテムの確認
・入力タイプ「氏名」のメタデータ項目の統合
以下の条件で入力タイプ「氏名」の統合を行い
ます。
条件１ junii2マッピング「creator」が複数項目
ありWEKO著者IDが同一の場合
条件２ junii2マッピング「contributor」が複数項
目ありWEKO著者IDが同一の場合
junii2マッピングが「creator」と「 contributor」
と異なる項目では、WEKO著者IDが同一でも統合
はされません。
・アイテム間リンク
リンク先がβテスト移行対象外の場合、リンク先
にアイテムは表示されません。
・削除済アイテムタイプに紐づくアイテム
移行されていません。
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４．アイテムの確認
• 4-3:非表示メタデータ、非公開本文ファイ
ルを確認

※JAIRO Cloud（WEKO2）の操作はユーザー利用手引き書「3.1.1 アイテム検
索」及び「3.1.2. アイテム詳細」「3.1.2.9. アイテム編集」をご確認ください。

（1）アイテム詳細画面で編集ボタンをクリック
し、「ワークフロー」画面を表示します。

（2）画面上部は「ワークフロー」の情報が表示
されるため、画面を下にスクロールして編集画
面を表示します。

（3）アイテム編集画面では、入力必須に設定し
ているメタデータは入力欄が開いた状態、入力
を必須に設定していないメタデータは入力欄が
閉じた状態で表示されます。メタデータ名をク
リックすることで項目の開閉を行えます。

編集ボタン

ワークフロー
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４．アイテムの確認

（4）別資料「βテスト対象アイテム一覧」から
自機関の対応するアイテムを確認し、非表示メ
タデータと非公開本文ファイルが問題なく移行
されているか確認してください。

（5）確認が終わったら「ワークフロー」画面右
下の「終了ボタン」をクリックしてください。

入力欄が開いた状態

入力欄が閉じた状態

終了ボタン
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４．アイテムの確認
（6）メニューが表示されたら「継続」ボタンを
クリックします。

（7）「ワークフロー」画面の「Top」をクリッ
クすることで「Main contents 」のトップ画面に
遷移します。

継続ボタン

Top
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1. インデックスおよびツリーの構成
2. 公開・非公開の状態
※次期JAIRO Cloud（WEKO3）移行説明会では「雑誌情報」をβ
テスト時の移行対象としていましたが、βテストでは移行対象
外となりました。

５．インデックスの確認
5-1:インデックスのβテスト移行対象
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（1）「Administration」左のメニューから以下の
順にクリックして「Edit Tree」画面を表示します。
Setting > Edit Tree

５．インデックスの確認
• 5-2:全てのインデックスの移行を確認
※JAIRO Cloud（WEKO2）の操作はユーザー利用手引き書「3.3.8. 
WEKO管理」及び「 3.3.4. ツリー編集」をご確認ください。

①「Setting」をクリックすると配下の
「Author Management～Widget 

Design」メニューが表示されます。

②「Edit Tree」をクリック
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（2）「Edit Tree」画面左に「Root Index」、右に
「インデックス編集」が表示されます。
「Root Index」にJAIRO Cloud（WEKO2）から移行
したインデックスが表示されます。

（3）インデックス名の左の記号は以下を示して
います。
▶ → 親インデックス

子インデックスは未表示
▼ → 親インデックス

子インデックスは表示
▷ → 子インデックスを持たない。

（4）「▶」をクリックする事で子インデックス
が表示されます。「▼」をクリックすることで
子インデックスが未表示状態となります。

５．インデックスの確認

Root Index

インデックス編集
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（5）自機関のJAIRO Cloud（WEKO2）から、全て
のインデックスとインデックスの表示順序が移
行されているか確認してください。

５．インデックスの確認
親インデックス

子インデクッス非表示

親インデックス
子インデクッス表示

#17777の子インデクッス
子インデックスを持たない

子インデックスを持たない
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５．インデックスの確認
• 5-3:全てのインデックスの設定を確認
※JAIRO Cloud（WEKO2）の操作はユーザー利用手引き書「3.3.8. 
WEKO管理」及び「 3.3.4. ツリー編集」をご確認ください。

（1）「Edit Tree」画面の左「Root Index」に表示
されているインデックス名の上にマウスのポイ
ンタを移動すると、インデックス名に赤い下線
が表示されます。この状態でクリックすると、
赤い下線が表示されたインデックスの設定が
「インデックス編集
」に表示されます。

インデックスの設定を確
認したインデックス名に
赤い下線が表示されたら

クリック

「インデックス編
集」に設定を表示
しているインデッ
クス名は黒い下線
が表示されます。

インデックスの設定
が表示されます。
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５．インデックスの確認
（2）インデックス確認の留意事項を確認し、自
機関のJAIRO Cloud（WEKO2）の設定が移行され
ているか確認してください。
※インデックス設定の各項目の表示順序はJAIRO 
Cloud（WEKO2）とは異なります。

※インデックスの確認の留意事項
・インデックス名
Βテストでは、インデックス名称に‘/’(半角スラッ
シュ)が含まれている場合、移行後に‘／’(全角ス
ラッシュ)に補正しています。
・閲覧権限、投稿権限
移行対象外となっています。
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1. 著者名、著者ID
2. 外部著者ID Prefix（JAIRO Cloudデフォルト、

機関独自ID）

６．著者名典拠の確認
• 6-1:著者名典拠のβテスト移行対象
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（1）「Administration」左のメニューから以下の
順にクリックして「Author Management」画面を
表示します。
Setting > Author Management

（2）「Author Management」画面では「Author 
ID」がデフォルトで表示され、著者の一覧が表示
されます。「ID Prefix」をクリックして、外部著
者ID Prefixの設定画面を表示します。

６．著者名典拠の確認
• 6-2:外部著者ID Prefixの移行を確認
※JAIRO Cloud（WEKO2）の操作はユーザー利用手引き書「3.3.8.2. 
運用設定」及び「 3.3.8.2.10. 外部著者ID Prefix設定」をご確認くだ
さい。

①「Setting」をクリックすると配下の
「Author Management～Widget 

Design」メニューが表示されます。

②「Author Management」をクリック
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（3）WEKO3では新たに「Scheme」が追加され
ました。OAI-PMHで出力する際の語彙として使用
されます。

（4）自機関のJAIRO Cloud（WEKO2）から、全て
の外部著者ID Prefix設定が移行されているか確認
してください。

６．著者名典拠の確認
「ID Prefix」をクリック

Name

Scheme

URL
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６．著者名典拠の確認
• 6-3:著者名典拠が移行されているかを確認
※JAIRO Cloud（WEKO2）著者名典拠機能の利用していない場合、
著者名典拠の確認は必須ではありません。

※JAIRO Cloud（WEKO2）の操作はユーザー利用手引き書「 3.3.9. 
著者名典拠」をご確認ください。

（1）「Author Management」画面で「Author 
ID」画面を表示します。

（2）検索等で確認する著者を画面に表示します。

（3）「Author ID」の一覧画面では「氏名」と
「Mail Address」のみ表示のため、「Mail 
Address」右の「編集」ボタンをクリックして詳
細画面を表示します。

外部著者ID等登録している情
報で著者検索出来ます

氏名 Mail Address

「編集」ボタン

「Display Number」から
表示される著者の件数を

変更出来ます。
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６．著者名典拠の確認
（4）「氏名」「著者ID」「E-Mail」の移行を確
認します。確認が終わったら「Author ID」をク
リックし、一覧画面に戻ります。

（5）3-2の（2）～（4）を繰り返し、自機関の
JAIRO Cloud（WEKO2）の設定が移行されている
か確認してください。

①「氏名」を確認

②「著者ID」を確認

③「E-Mail」を確認

④「Author 
ID」をクリック
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1. パブリックスペース（非表示ページは対象
外）

2. ページレイアウト、ページID、デザイン
（一部のみ）

3. 移行対象モジュール
1. お知らせ
2. 新着情報
3. アクセスカウンター
4. リンクリスト
5. メニュー

4. 各モジュール内コンテンツ

７．ページ、モジュールの確認
• 7-1: ページ、モジュールのβテスト移行対象
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（1）JAIRO Cloud（WEKO3）のトップページを表
示します。

（2）自機関のJAIRO Cloud（WEKO2）から、ページ
レイアウトや、色合いがある程度再現出来てい
るかを確認してください。
※モジュールのグループ化をしていた場合、レ
イアウトの再現は行われません。

７．ページ、モジュールの確認
• 7-2:ページレイアウト、色合いなどがある
程度再現できているかを確認

※JAIRO Cloud（WEKO2）の操作はJAIRO Cloud初級ユーザー向け手
引書「04-JAIRO Cloud初級ユーザー向け手引書_JAIRO Cloudのデザ
イン変更」及び「NetCommons2.0オンラインマニュアル（NPO法
人コモンズネット管理のウェブサイト）」をご確認ください。
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（3）JAIRO Cloud（WEKO2）で複数ページ作成し
ていた場合は、移行されたメニューから他ペー
ジも確認してください。
※「日本語」「英語」は別ページとしてメ
ニューに表示されます。

７．ページ、モジュールの確認

メニューモジュール移行例

「英語」ページ「英語」ページ

「日本語」ページ「日本語」ページ

(重要)WEKO3ページレイアウトの多言語対応と移行

お知らせ
メニュー

WEKO

menu

WEKO

日本語ページ 英語ページ

JAIRO
Cloud

言語切替

Notice
menu

WEKO

Aページ

• 日本語ページと英語
ページそれぞれでモ
ジュールのレイアウト
が可能

お知らせ
メニュー

WEKO

Aページ

notice
menu

WEKO

Aページ
WEKO3

• 言語によらずページレ
イアウトが共通

• WEKOウィジェットは1
つのページにのみ配置
可能(今後改善を検討
中)

※JAIRO Cloudは日英ペー
ジレイアウトが異な
るため、WEKO3への
移行ではそれぞれ別
のページとして移行
します

menu
Bページ

言語切替

WEKO

別ページとして移行
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７．ページ、モジュールの確認

• 7-3:モジュール内のコンテンツが移行され
ているかを確認

※JAIRO Cloud（WEKO2）の操作はJAIRO Cloud初級ユーザー向け手
引書「04-JAIRO Cloud初級ユーザー向け手引書_JAIRO Cloudのデザ
イン変更」及び「NetCommons2.0オンラインマニュアル（NPO法
人コモンズネット管理のウェブサイト）」をご確認ください。

※モジュール移行の留意事項
・ヘッダ
JAIRO Cloud（WEKO3）ではヘッダウィジェット
（ウィジェット=JAIRO Cloud（WEKO2）のモ
ジュール）がデフォルトで配置されます。
JAIRO Cloud（WEKO2）のヘッダ部分の最上段に
配置されているお知らせモジュールをヘッダ
ウィジェットとして移行します。

・トップページでの複数モジュール使用
正常に画面表示されない場合があります。

ヘッダウィジェット

JAIRO Cloud（WEKO2）でヘッダ最上部
のお知らせモジュールにバナーを設置
している場合、バナーが設置されます。
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・URLリンク
自機関リポジトリ内のpage_idを使ったリンクは、
JAIRO Cloud（WEKO3）の対応するページへのリ
ンクに変換されます。
スクリプトで記述されているようなリンクは移
行対象外となります。
・お知らせモジュールの「続きを読む」
WEKO3では「Read more」と表示されます。
「Read more」をクリックするとスクロール表示
となります。
・新着情報
アイテムの公開日から指定された日数（当日～
30日）までのアイテムを表示します。なお、βテ
スト環境は4月のデータを使用しているため新着
情報モジュールにアイテムは表示されません。
・メニュー
メニューモジュールの「トップページ」にあた
るリンクがβテストでは移行されていません。
他ページ遷移後にトップページを表示する際は、
ブラウザのアドレスバーにトップページURLを直
接入力してください。

７．ページ、モジュールの確認
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・CSS「height: n%」でheight90以上設定
お知らせモジュールでCSS「height: n%」を使用し
てn>90としていた場合、移行したウィジェット
を表示できません。
ウィジェットを表示するには、「Administratio
n」画面（参考2-4）からSetting>Widgetで対象の
ウィジェットから「height: n%」の指定をn≦90に
変更若しくは削除してください。
・ウィジェット編集手順

７．ページ、モジュールの確認

ウィジェットLabel名称

編集ボタン
編集ボタン右の「 」は削除ボ
タンのため、誤ってクリックし
ないよう注意してください。
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手順1編集画面下部テキストエリアメニューの
「＜＞」（ View HTML ）をクリック
手順2 CSS「height: n%」をn≦90に変更若しくは
削除
手順3 「＜＞」（ View HTML ）をクリック
手順4 「Save」をクリック

（7）モジュール移行の留意事項を確認し、自機
関のJAIRO Cloud（WEKO2）から、モジュール内
のコンテンツが移行されているかを確認してく
ださい。

７．ページ、モジュールの確認

①③「View HTML」をクリック

②CSS「height: n%」を修正

④「Save」をクリック
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参考情報
・ウィジェットの編集
Administration > Setting > Widget

・画面デザインの編集
Administration > Setting > Widget Design

Repositoryプルダウンメニューから「Root Index」
を選択。

７．ページ、モジュールの確認
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