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1. 概要
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# 種別 内容 備考

1 アイテムタイプ 全データ 詳細は本資料2を参照

2 アイテム 最新（新規登録、更新）500アイテム 詳細は本資料2、別紙「βテスト対象アイテム
⼀覧」を参照

3 コンテンツファイル 2に紐づくデータ 詳細は本資料2を参照

4 統計情報

2に紐づくデータ（アイテム登録、コンテン
ツファイルダウンロード、閲覧、コンテン
ツファイル再⽣）及び全データ（検索、
トップページアクセス）

過去1年分（2019/4/6〜2020/4/5）
【注意】本番移⾏では全期間移⾏

5 ユーザ 全データ

6 インデックス 全データ 詳細は本資料3を参照

7 著者名典拠（WEKO3
では著者DB）

全データ

8 サムネイル 2に紐づくデータ

9 アイテム間リンク 2に紐づくデータ リンク先アイテムが2の対象外の場合はリン
ク切れになる

10 ページレイアウト パブリックスペースの全データ 詳細は本資料4を参照

11 モジュール（WEKO3
ではウィジェット）

移⾏対象モジュール（お知らせ、新着情報、
アクセスカウンター、リンクリスト、メ
ニュー）の全データ

詳細は本資料4を参照

12 WEKO2管理情報 外部著者ID Prefix、Prefix、
NetCommons2システム管理情報

詳細は本資料5を参照
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移⾏データ⼀覧

2020/4/5時点の現⾏JAIRO Cloud（WEKO2）本番データが移⾏されています



2. アイテム、
アイテムタイプ
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基本的には、アイテムタイプ及びアイテムのメタデータの移⾏については、現⾏JAIRO Cloudの
メタデータ項⽬に設定された「⼊⼒タイプ」（属性）と「junii2マッピング」の組み合わせを
キーにして、WEKO3で移⾏先となるメタデータ項⽬を定めています。

具体的には、移⾏仕様は以下の3パターンに分かれており、関連するメタデータマッピング表
（Excelファイル）が異なります。

① デフォルトアイテムタイプ(*)のメタデータ ⇒p.8〜
• 01_学術雑誌論⽂(Journal Article)ほか.xlsx

（「紀要論⽂」「会議発表論⽂」「⼀般雑誌記事」「その他」と共通）
• 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
(*)現⾏JAIRO Cloudの新規環境で標準提供される全10種類のアイテムタイプ

② junii2にマッピングされているユーザー定義のメタデータ ⇒p.10
• 07_ユーザー定義メタデータ（junii2マッピングあり）.xlsx

③ junii2にマッピングされていないユーザー定義のメタデータ ⇒p.11
• 08_ユーザー定義メタデータ（junii2マッピングなし）.xlsx
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メタデータの移⾏仕様



⼊⼒タイプ（属性）

WEKO > 編集 > アイテムタイ
プ > アイテムタイプ編集 > メ
タデータ編集
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参考）現⾏JCの⼊⼒タイプとjunii2マッピングの確認⽅法

junii2マッピング

WEKO > 編集 > アイテムタイ
プ > アイテムタイプ編集 > 
マッピング設定
※プルダウン＝junii2



① デフォルトアイテムタイプのメタデータ
現⾏JAIRO Cloudのデフォルトアイテムタイプのメタデータ項⽬をそのまま
（＝項⽬名、⼊⼒タイプ、junii2マッピングを修正せずに）使っている場合は、
マッピング表01〜06の通りに移⾏されます。
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メタデータの移⾏仕様①デフォルトアイテムタイプ

現⾏JAIRO Cloudのメタデータ項⽬と該当する
⾏を探してください。



• WEKO3の「プロパティ」は階層構造を持った情報のグループで、現⾏
JAIRO Cloudの「⼊⼒タイプ」に相当します。

• メタデータの各項⽬は、WEKO3であらかじめ⽤意されているプロパ
ティ（JPCOARスキーマに則って作成）に移⾏されます。
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参考）WEKO3のプロパティについて

例︓タイトルプロパティ（「タイトル」と「⾔語」の2つの情報を持つ）



② junii2にマッピングされているユーザー定義のメタデータ
ユーザー定義のメタデータ（デフォルトアイテムタイプから変更が加えられて
いるか、または⾃⾝で作成したもの）でjunii2マッピングが設定されているメ
タデータ項⽬の場合は、マッピング表07を確認してください。
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メタデータの移⾏仕様②ユーザー定義（junii2マッピングあり）

1）現⾏JAIRO Cloudのメタデータ項⽬の「junii2
マッピング」「⼊⼒タイプ」の組み合わせが⼀致す
る⾏を探してください。

※⼀部のケースでは「メタデータ項⽬名」が⼀致す
るかどうかも確認しているため、マッピング表07の
「移⾏条件」列も参照をお願いします。（例︓「内
容記述」「資源タイプ」など）。

2）⼀致する⾏があった場合は、マッピング表07の
通り移⾏されます。

3）⼀致する⾏がなかった場合は、次⾴（③）の通
り移⾏されます。【注意】3）の場合、アイテムタ
イプのマッピング情報はWEKO3に移⾏されません。
移⾏後に機関側で設定をお願いします。

1)

2)



③ junii2にマッピングされていないユーザー定義のメタデータ
ユーザー定義のメタデータ（デフォルトアイテムタイプから変更が加えられて
いるか、または⾃⾝で作成したもの）でjunii2マッピングが設定されていない
メタデータ項⽬の場合は、マッピング表08の通り、「⼊⼒タイプ」をもとに
JPCOARスキーマにマッピングされていない項⽬として移⾏されます。
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メタデータの移⾏仕様③ユーザー定義（junii2マッピングなし）



現⾏JAIRO Cloud
資源タイプ（junii2:NIItype）

WEKO3
資源タイプ（dc:type）

WEKO3
資源タイプ識別⼦（rdf:resource）

Conference Paper

⇒

conference paper http://purl.org/coar/resource_type/c_5794

Departmental Bulletin Paper departmental bulletin paper http://purl.org/coar/resource_type/c_6501

Journal Article journal article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501

Article article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501

Book book http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33

Presentation conference object http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f

Data or Dataset dataset http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1

Research Paper research report http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws

Technical Report technical report http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh

Thesis or Dissertation thesis 、または doctoral thesis
（著者版フラグがETDの場合） http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec

Learning Material learning object http://purl.org/coar/resource_type/c_e059

Software software http://purl.org/coar/resource_type/c_5ce6

Preprint / Others others http://purl.org/coar/resource_type/c_1843
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メタデータの移⾏仕様︓資源タイプ

現⾏JAIRO Cloudでアイテムタイプに紐づけられた資源タイプ（junii2:NIItype）は、下表に従い、
各アイテムのメタデータ項⽬のひとつとして移⾏しています（WEKO3ではアイテムタイプと資源タ
イプの紐付けはありません）

http://purl.org/coar/resource_type/c_5794
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33
http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f
http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1
http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws
http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec
http://purl.org/coar/resource_type/c_e059
http://purl.org/coar/resource_type/c_5ce6
http://purl.org/coar/resource_type/c_1843


1つのアイテムに同⼀の「著者」が存在する場合、移⾏時に1つの「著者」と
して機械的に統合（マージ）します。

• 統合のための条件（メタデータ項⽬が以下の条件を満たす場合）
– ⼊⼒タイプ＝⽒名
– junii2マッピング＝creatorまたはcontributor
– 「WEKO著者ID」が⼀致する

• 注意
– creatorとcontributorという組み合わせでは統合されません（creatorとcreator、

contributorとcontributorという組み合わせのみが対象）
– 3つ以上の項⽬が該当する場合も統合されます
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メタデータの移⾏仕様︓同⼀著者の統合

林, 正治

HAYASHI, Masaharu

林, 正治 (lang=ja)
HAYASHI, Masaharu (lang=en)



以下は移⾏仕様が特殊で注意が必要なケースです。詳しくは各マッピング表をご覧ください。

① 関連情報（jpcoar:relation）
– 資源タイプ「図書」の場合

• ISSN︓jpcoar:relation（relationType=isPartOf）として移⾏
• ISBN︓relationType=isIdenticalToを追加
• 書誌レコードID︓他の資源タイプでjpcoar:sourceIdentifierにマッピングされる場合は、jpcoar:relation

（relationType=isPartOf）として移⾏。jpcoar:relationにマッピングされる場合は、relationType=isIdenticalToを追加
– 資源タイプ「図書の⼀部」の場合

• ISBN︓relationType=isPartOfを追加
• 書誌レコードID︓relationType=isPartOfを追加

② 出版タイプ（oaire:version）
– 著者版フラグ「author」 → 出版タイプ「AM」
– 著者版フラグ「publisher」「ETD」 → 出版タイプ「VoR」
– 著者版フラグ「none」 → 破棄（NULL）
– 著者版フラグの要素無し → 出版タイプ「NA」
– 資源タイプが「Preprint」 → 出版タイプ「AO」

③ アクセス権（dcterms:accessRights）
– 著者版フラグ「ETD」 → アクセス権「open access」をセット
– コンテンツ本体が無いアイテム → アクセス権「metadata only access」をセット
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メタデータの移⾏仕様︓特殊な移⾏仕様



アイテムに登録されたコンテンツファイル（PDFファイル等）は、「09_コンテンツ情
報の移⾏.xlsx」の通りに移⾏されます。
① 「デフォルトアイテムタイプ」シート
② 「ユーザー定義メタデータ（junii2マッピングあり）」シート
③ 「 ユーザー定義メタデータ（junii2マッピングなし）」シート
※①〜③は、p.6「メタデータの移⾏仕様」の場合分け①〜③と対応しています。
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コンテンツファイルの移⾏仕様



• その他の移⾏仕様
–アイテムタイプのオプション（必須、複数可否、⼀覧表⽰、改⾏
指定、⾮表⽰）はそのまま移⾏します

–同じアイテムタイプ名が存在する場合、アイテムタイプ名の末尾
に「_(1)」「_(2)」……と付与します

–削除済みアイテムタイプは移⾏していません（ただし、⼀部の機
関では削除済みアイテムタイプに紐づくアイテムが存在していた
ため、すべての削除済みアイテムタイプを復活させたうえで紐づ
くアイテムを移⾏するという対応を取っています）

• 制限事項
–ハーベスト⽤アイテムタイプが標準アイテムタイプとして移⾏さ
れてしまっています【本番移⾏時には解消予定】
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アイテムタイプ︓その他の移⾏仕様、制限事項



• その他の移⾏仕様
– 本⽂ファイルのライセンス情報（クリエイティブ・コモンズ・ライセンス）はバージョン3.0

として移⾏されます（WEKO3ではバージョン4.0の選択も可能）
– 現⾏JAIRO Cloudで「簡易表⽰」設定になっているアイテムは、WEKO3側のアイテム詳細画

⾯で本⽂ファイルをプレビューしようとしても表⽰されません（WEKO3の仕様）

• 制限事項
– 別紙「βテスト対象アイテム⼀覧」の通り、移⾏に失敗したエラーアイテムが⼀部存在します

（PDFに特殊な⽂字が含まれている、パスワード付きPDF、⾮常にサイズの⼤きいPDF、削除
済みインデックスに紐づくアイテム、など）。その影響で、⼀部機関では、検索結果⼀覧画⾯
で表⽰順＝Date of Issued（発⾏⽇）を選択するとエラーになります。【本番移⾏時には解消
予定】

– 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【本番移⾏時には
解消予定】

– 姓名の漢字とヨミの両⽅を⼊⼒している場合、アイテム詳細画⾯で漢字の情報が表⽰されませ
ん【本番移⾏時には解消予定】

– Yハンドル（http://id.nii.ac.jp/〜）がメタデータの「識別⼦」（jpcoar:identifier）に移⾏
されてしまっています【本番移⾏時には解消予定】
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アイテム︓その他の移⾏仕様、制限事項



3. インデックス
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• インデックス閲覧権限と投稿権限は移⾏対象外になっています。そ
のため、インデックスにベース権限が設定されている場合、⾮ログ
イン時に表⽰されるインデックスツリーがWEKO2とWEKO3を⽐べ
た際に差異がある場合があります【本番移⾏時には解消予定】

• インデックス名称にʻ/ʼ(半⾓スラッシュ)が含まれている場合、移⾏
後にSQLでʻ／ʼ(全⾓スラッシュ)に補正しています【本番移⾏時には
解消予定】
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インデックス︓制限事項



4. ページレイアウト、
モジュール
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1. ページレイアウトの移⾏
① 移⾏対象
• パブリックスペース（⼀般に公開されているページ）のページのみとなります
（グループスペース、プライベートスペースは移⾏対象外）

② ヘッダウィジェットの配置
• WEKO3ではヘッダウィジェットがデフォルトで配置されます。現⾏JAIRO
Cloud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。

2. ページレイアウトのご留意事項
① 多⾔語対応（次⾴参照）
• WEKO3のページレイアウト機能は多⾔語対応していますが、現⾏JAIRO
Cloudとは異なり、各⾔語全て同じレイアウト(ウィジェットの配置)となりま
す。そのため、WEKO3への移⾏では、⾔語ごとに異なるページとして移⾏し
ます。
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ページレイアウトの移⾏仕様
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参考）ページレイアウトの多⾔語対応の違い

お知らせ

メニュー

WEKO

menu

WEKO

⽇本語ページ 英語ページ

現⾏
JAIRO
Cloud

⾔語切替

Notice

menu

WEKO

Aページ

• ⾔語ごと（⽇本語ページ、英語ページ）
にページレイアウトが可能

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)

※WEKO3では、⽇本語ページと英語ペー
ジを別のページ（左図のA、B）に移⾏
します

※必要に応じて移⾏後にページの統合作業
をお願いします（Bを削除し、Aの英語
ページに移⾏）

menu

Bページ

⾔語切替

WEKO

別ページとして移⾏



1. モジュールの移⾏
① 移⾏対象（次⾴参照）
② モジュール内のコンテンツ
• リポジトリ内部のページへ（page_idを使ったURLで）リンクしている場合は、
リンク切れのないようにWEKO3の対応するページへのリンクに置換されます。

• 画像ファイルはBase64にエンコードして移⾏しています。そのためコンテン
ツをHTMLで編集しようとすると、画像が⽂字列として表⽰されます。

2. モジュール移⾏のご留意事項
① デザインの再現性
• 可能なかぎり現⾏JAIRO Cloudのデザインに近付けるよう配⾊などを調整しま
すが、限界のあることをご了解いただければ幸いです。

② New arrivalsウィジェット（←新着情報モジュール）
• ウィジェットで指定した⽇数（0〜30⽇）以内に公開されたアイテムが表⽰さ
れるため、βテスト環境で移⾏されたアイテム（最終更新⽇=〜4/6）は表⽰さ
れません。
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モジュールの移⾏仕様



WEKO2（モジュール） ⇒ WEKO3（ウィジェット）
WEKOモジュール

⇒

Main Contentsウィジェット
お知らせモジュール Noticeウィジェット
新着情報モジュール New arrivalsウィジェット
アクセスカウンターモジュール Access counterウィジェット
リンクモジュール Free descriptionウィジェット
メニューモジュール Menuウィジェット
お知らせモジュール（ヘッダ部分の最上段） Headerウィジェット

Footerウィジェット
RSSモジュール 廃⽌
FAQモジュール 廃⽌
iframeモジュール 廃⽌
オンライン状況モジュール 廃⽌
汎⽤データベースモジュール 廃⽌
登録フォームモジュール 廃⽌
カレンダーモジュール 廃⽌
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モジュール／ウィジェット対応表



• スクリプトで記述されているリンクは移⾏対象外です

• Noticeウィジェット（お知らせモジュール）について、Read more

を表⽰する際はスクロール表⽰となります

• WEKO2では⽇本語ページと英語ページがそれぞれ独⽴しているため、

WEKO3ではメニューに両⽅のページが表⽰されます（例︓「検索」

と「Search」など）。機械的な統合は困難なため、移⾏後に機関側

でメニューの修正をお願いします。

• 複数のモジュールをグルーピングしている場合のレイアウトの再現

はできておりません

• 検索結果の⼀覧やファセット項⽬等、⼀部⽂字が枠からはみ出ると

いった画⾯崩れが起きる場合があります【本番移⾏時には解消予
定】
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ページレイアウト、モジュール︓制限事項



• TOPページで複数のウィジェット（モジュール）を使⽤している場
合、ウィジェットが正常に画⾯表⽰されない場合があります

• WEKO2のモジュール内のCSSで「height: n%」（n>90）と指定
していた場合、移⾏されたWEKO3のウィジェットを表⽰することが
できません
– 対象ウィジェット︓Notice、Free description、Header、Footer
– 問題解消⽅法︓管理画⾯＞Setting＞Widgetにおいて、

WYSIWYGエリアで「height: n%」の指定をn≦90に変更するか、
削除してください（⽇本語および英語のウィジェットそれぞれに
対して）

• メニューモジュールの「トップページ」にあたるリンクが移⾏され
ていません。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。【本番移⾏時に
は解消予定】（2020/7/8追記）
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ページレイアウト、モジュール︓制限事項



5. WEKO2管理情報
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#
WEKO2 著者ID(Prefix選択)

⇒ WEKO3 nameIdentifierScheme
prefix_name 統制語彙 説明

1 科研費研究者番号

⇒

e-Rad
府省共通研究開発管理シス

テム（e-Rad）の研究者番

号

2 研究者リゾルバーID NRID KAKEN研究者ページのID

3
上記以外

(CiNii ID 等)
{prefix_name}

上記以外はWEKO2の

prefix_nameをそのまま移

⾏する

※JPCOARスキーマで定義

されていないため、OAI-
PMH出⼒では出⼒されま

せん

28

外部著者ID Prefixの移⾏仕様

著者名典拠で使⽤されている外部著者ID Prefixの移⾏は以下の通りです。



6. URL仕様
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URLの種類 変更 リダイレクト WEKO2 WEKO3

トップページ なし https://****.repo.nii.ac.jp
（または独⾃ドメイン）

※「?lang={japanese|english}」と⾔語を指定した
URLは使⽤できない

NetCommons2ページ あり なし https://****.repo.nii.ac.jp/?page_id={page_id}
https://****.repo.nii.ac.jp/page/{page_id}
※モジュール内で左記のURLが使われている場合には
移⾏時に⾃動的に変換される

アイテム詳細画⾯ あり なし
https://****.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id
={item_id}
※item_idはYハンドルのsuffixとは⼀致しない

https://****.repo.nii.ac.jp/records/{item_id}

本⽂ファイル あり ※検討中
https://****.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_com
mon_download&item_id={item_id}&item_no={item_no}&
attribute_id={attribute_id}&file_no={file_no}

https://****.repo.nii.ac.jp/record/{item_id}/files/{file_name}

Yハンドル 廃⽌ あり
※〜2022.3

http://id.nii.ac.jp/prefix/suffix
※suffixはitem_idと⼀致しない

CNRIハンドル なし http://hdl.handle.net/prefix/suffix
※suffixはitem_idとは⼀致しない 同左

JaLC DOI なし https://doi.org/prefix/suffix
※⾃動採番の場合、suffixはitem_idと⼀致する 同左

OpenSearch URL
（インデックス） あり なし https://****.repo.nii.ac.jp/?action=repository_opensearch

&index_id={index_id}

https://****.repo.nii.ac.jp/search?search_type=2&q={
index_id}
※雑誌情報でERDB-JP連携をしている場合、ERDB-JP上の
URLは⾃動的に更新される

OAI-PMH BaseURL
（IRDBに登録されて
いる）

なし http://****.repo.nii.ac.jp/oai 同左 ※調整中

OAI-ID なし oai:****.repo.nii.ac.jp:{item_id}
※item_idはゼロ詰めで8桁 同左 ※調整中 30

URL移⾏仕様


