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１．はじめに 

 

JAIRO Cloudは平成 24年度から運用が開始された国立情報学研究所提供の SaaS型の機関

リポジトリサービスである。参加機関には、機関リポジトリシステム WEKOをインストール

済みの環境が提供されるため、各大学の担当者は、ハードウェアおよび機関リポジトリシ

ステムの管理から解放されるという大きなメリットがある。当初は自力構築が困難な機関

が主な対象であったが、現在、既構築機関で、継続的な維持が困難な機関、JAIRO Cloud

の先進機能の利用を望む機関へのサービス提供の検討を開始したところである。その際に

問題となるのがデータ移行である。データ移行の可能性をさぐるために、平成 25年度から

実験は開始された。実証実験は DSpace、XooNIps、E-Repository 等の主要なリポジトリシ

ステムごとに進められ、千葉大学は E-Repositoryの実験を担当することとなった。 

 機関リポジトリシステムの運営に必要なコストは大きく二つに分けられる。一つはメタ

データおよびコンテンツのマネージメントであり、もう一つはシステムのマネージメント

である。国内の多くの機関リポジトリが構築された平成 19－20年頃は、システムの開発・

運用は各大学で行う以外に方法がなく、システムマネージメントが大学図書館の負荷とな

っていた。しかし近年は Cloud 技術が進み、各大学でのシステム管理の必要性が薄れてき

ている。千葉大学のサーバーは、試験公開時も含めると、すでに複数回の乗換を行ってき

たが、現在使用中のサーバー機も耐用年限が近づいてきていた。そのため、平成 25年度か

らリプレースの検討に入っていたが、国立情報学研究所より、JAIRO Cloud 移行実験参加

への打診があった。 

 「システムの管理はサービスの本質ではない、人的リソースを削減できるところは削減

し、浮いたリソースは他のサービスにまわすべきである」 

と、本学では判断し、移行実験に参加することとした。 

千葉大学の機関リポジトリ「千葉大学学術成果リポジトリ（ CURATOR: Chiba 

University's Repository for Access To Outcomes from Research）」は，千葉大学内で生

産された電子的な知的生産物（学術論文，学位論文，プレプリント，統計・実験データな

どの学術情報）を蓄積，保存し，学内外に公開することを目的とし、平成 15年 3月に試験

公開を開始し、平成 17年 2月に正式公開をおこなった。日本国内において最初に構築され

た機関リポジトリであり、すでに十年の歴史がある。また国立情報学研究所の学術機関リ

ポジトリ構築支援事業にも積極的に参画した。主担当をつとめたプロジェクトテーマとし

ては、機関リポジトリの評価システム、研究コミュニティ創出支援、e-Science 基盤構築



のためのデータ・キュレーション機能拡充等がある。現在のコンテンツ数は約９万件で、

日本国内でも有数の規模のものである。本学のスケールでの実証実験は大きなチャレンジ

ではあるが、まず平成 25 年度に E-Repository からのデータ抽出ツールの仕様策定に協力

し。そして平成 26 年度に移行実験をおこなった。本報告書では移行実験の結果について報

告する。 

 

２．実験計画 

２－１．実験概要 

 移行実験のフローを図１に示す。移行時には既存の機関リポジトリシステムからのデー

タコンバートが必要である。主要な機関リポジトリシステムについては、移行実験を実施

し、データコンバート用プログラムの開発・実証と、作業マニュアルの整備を行う。 

 移行実験の概要は以下の通りである。 

 

平成 25年度【準備段階】＜本実証実験の対象外＞ 

 ベンダーとディスカッションの上で、データ抽出プログラムの仕様作成に協力 

 

平成 26年度【実証実験】 

 1) サーバーへのデータ抽出プログラムのインストール 

 2) データ抽出プログラムによるメタデータおよび本文コンテンツの抽出および 

  Windows PC へのダウンロード 

 3) JAIRO Cloud一括登録ツール（SCfW)の Window PCへのインストール 

 4) メタデータ変換フィルタの作成 

 5) JAIRO Cloudへのデータの一括アップロード 

 実験参加機関は、上記フローを各大学の環境で実行し課題点を抽出し、各機関リポジト

リシステムから、JAIRO Cloud へのデータコンバート用のフィルタを作成する。作成した

フィルタは、標準フィルタとして NII が無償で移行希望機関に配布する。そのフィルタは、

多くの機関は、スムーズなデータのコンバートが可能となるよう設計する。機関によって

は、データのフォーマットに大きく手を加えている場合もあるであろうが、その場合でも、

標準フィルタを修正する簡易なインターフェース、およびドキュメントを用意する。 



 

図１ データ移行作業のイメージ 

 

 

２－２．データロード実験作業 

   データロード実験計画における作業は次のとおり。 

 

 

作業項目 作業内容 作業主体 

移行元リポジトリ

からのデータ抽出 

移行元リポジトリからのデータ抽出プログ

ラムをインストールし、データ抽出 

千葉大学 

JAIRO Cloud実験環

境構築 

データロード実験用の JAIRO Cloud環境を構

築 

国立情報学研究所 

フィルタ作成・修

正 

移行元システムのデータ項目と JAIRO Cloud

のデータ項目とのマッピング設定 

千葉大学 

サンプルデータロ

ード 

サンプルデータ（100 件程度）を JAIRO 

Cloud 実験環境にロードし、問題がなくデー

タがロードされたかどうかを検証 

千葉大学 

大量データロード 大量データ（10000件）を JAIRO Cloud実験

環境にロードする 

千葉大学 

登録結果確認 大量データロードについて、問題がなくデ

ータがロードされたかどうかを検証 

国立情報学研究所 

千葉大学 

  

              表１ データロード実験作業一覧 

 

 

 

 



２－３．スケジュール 

実験のスケジュールは以下のとおり。 

 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 

準

備 

移行元からのデータ抽出             

JAIRO Cloud実験環境構築             

フィルタ作成・修正             

サンプルデータロード             

大量データロード        

登録結果確認             

 

              表２ データロード実験スケジュール 

 

３．実験の実施 

３－１．実験の準備（データ抽出、フィルタ作成・修正・サンプルデータロード） 

実際の作業としては、フィルタ修正とサンプルデータロードは作業としてはセットであっ

たため、サンプルデータロードも、実験の準備として整理する。データ抽出の手順は以下

の通り 

 

３－１－１．サーバーへの抽出プログラムインストール。 

 ①IR サーバーの環境確認 

 ②クライアントへの SFTP対応プログラムのインストール（今回は WinSCPを用いた） 

 ③NII 提供のプログラムファイルの IRサーバーへのアップロード 

 ④IR サーバー上での解凍、インストール（千葉大の Perlバージョンは 5.8.5であった

が、インストールでは問題はなし）。 

 ⑤Param.iniを vi で編集し、プログラム実行、動作確認。 

 

３－１－２．データ抽出テスト 

 テストの結果、メタデータ抽出のみで 10000 件でも 2分程度であった。本文つき抽出は

1000件で 5分程度。ファイルサイズは 1.5GB程度であった。PCへのダウンロードが 5分

程度であった。本文つき抽出数を 1000件から徐々に増やして抽出テストを行ったが、

10000件でディスク容量不足でハングアップしたため、5000 件を抽出時の単位とすること

とした。 

 

３－１－３．フィルタ作成・修正・サンプルデータロード 

 7月 9日の JAIRO Cloud移行実験打ち合わせ後に、NIIより移行実験環境提供を受け



た。SCfWを NII のサイトからダウンロードし、PCにインストールし、接続設定を行っ

た。 

 まず、抽出データから、テストコレクションを作成し、筑波大フィルタを用いて、アッ

プロードテストを行ったが失敗した。フィルタのサンプルが使えないことが分かったの

で、E-Repositoryのフィルタを一から作成したが、相当な時間を要した。変換フィルタの

作成・管理ツールでは、「行のコピー」や「行の挿入」機能がないため、一行づつ最終行

に追加の上、所定の位置まで移動、必要な項目の入力を行わなければならない。以上の作

業を 80項目以上繰り返した。フィルタ中の各項目に、どの属性を定義すべきか、資料が

なかったため基本的に textとした。Flash や、表示・非表示等、どのように機能するかわ

からないチェック項目が多く、どのように設定すべきか迷うことが多かったが、基本的に

はチェックは外すこととした。 

 1アイテムタイプを作成するのに、他の業務の合間を見ての作業だったこともあり、3

日を要した。この方法で 15アイテムタイプを作成することは、あまりにも時間をかかり

すぎるため、実際には以下のように作業を行った。 

今回作成する SCfWのデータコンバート用のフィルタは XMLファイルで記述されている

ため、TeraPad等のテキストエディタで直接編集できることを確認した上で、以下の戦略

で進めることとした。 

 ①アイテムがプレプリントのみのフィルタ作成。 

 ②プレプリントのみのメタデータ＋本文のテストコレクションを作成。 

 ③アップロードを試行。 

 ④アップロードに成功したら、TeraPadでフィルタのファイルを開き、 <itemtype>～

</itemtype>を、アイテムタイプ分コピーし、<name>～</name>の名前を、各アイテムタイ

プに変更し、SCfWのアイテム管理の編集画面でアイテム種別のみを追加。 

 ⑤アイテムタイプごとにテストコレクションを作成し、テストコレクションごとに、ア

ップロードを試行。 

 ⑥すべてのアイテムタイプについて個別アップロードに成功したら、次にすべてのアイ

テムを含む 100件程度のテストコレクションを作成。 

 ⑦ ⑥のテストコレクションのアップロードテストを実行。 

  

 実際にこの戦略で開始したが、しかし③のアップロードテストで難航した。エラーのパ

ターンは 

① アイテム名が存在しないので識別できない ②異常終了する 

の２パターンであったが、エラーの発生条件をつきとめることはできなかった。文字コー

ドや改行コード等も変更し、何度か試行したが成功しなかった。当初は抽出ツールがエク

スポートしたタブ区切りファイルを、そのまま使用していたが、JAIRO Cloud講習会のテ

キストでは EXCEL ファイルを登録に用いていることから、タブ区切りファイルを EXCEL フ



ァイルに変換してから試行した。しかしアップロードに成功しなかった。SCfW には、テン

プレートを出力する機能があるので（使用方法についてのドキュメントは見つけられなか

ったので、正確な操作方法は未確認）、今回作成したフィルタからテンプレートを出力

し、そのテンプレートに抽出データを転記して試行した。しかしアップロードには成功し

なかった。対処方法として考えられるものが尽きたため、やむなく作成したフィルタとメ

タデータを NIIに送付し、チェックを依頼した。 

 ベンダーからの回答は、「原因は実ファイルへのパスが記載されているべきメタデータ

欄に URL(Windows 上でのファイル禁則文字)が記述されているためで、対処方法はフルテ

キストへのリンクの属性タイプ の file から link への修正する」であった。返送いただ

いた修正済みフィルタを用いるとアップロードに成功した。あらためてベンダーにフィル

タ設定について、幾つか質問の上、フィルタを修正した。プレプリントのアイテムについ

て何度かテストし、確実にアップロードができることを確認してから、他のアイテムにつ

いても順次アップロードテストを行い、⑦のテストまで完了させた。 

当初は Type..NIIでなく、千葉大学独自の区分である、Type..Chibaでアイテムを区分し

ていた。しかし今回の実験目的である汎用的なフィルタ作成であり、そのため Type..NII

に区分しなおした。e-repository 使用の他機関について、Web上で確認したところ 

 ・独自拡張した資源タイプをもちいている 

 ・E-Repositoryをそのままもちいているように見える 

の二つのパターンがあった。標準フィルタのアイテム区分の基準として、Type..NIIと

Type..Chibのどちらを選択すべきかは判断に迷うところであるが、今回の実験では

Type..NIIを用いることとした。 

テストコレクションは、EXCELファイルで読み込んだのちに、index と本文ファイルへ

のパスを修正した。本文ファイルへのパスを、どのように記述すれば良いのかが「移行大

学向けデータ登録手順書」になかったが、「Wekoコンテンツ一括登録マニュアル

Version2.2」のスライド 7を見ると、「ファイル名（パス含む）」との記述があったので、

EXCEL上で修正して、パスも加えた。複数ファイルについては、”|”をデリミタとして、

一フィールドに複数の本文ファイル名が記述されていたが、これも一フィールド一ファイ

ルに分けた。 

indexの記述方法も文書中では見つけることができなかったが、”/”で区切ることによ

りアップロード時に階層化が可能ということは口頭では確認していた。テストの上、動作

を確認した。 

アップロードテストを何回か繰り返したが、その際に仕様として、SCfWから既存のアイ

テムタイプではない（と判断された）アイテムがアップロードされた場合、自動的に WEKO

側に新しいアイテムが作成されることがわかった。デフォルトで例えば、博士論文という

アイテムが用意済みで、SCfW から設定が少しでも異なるアイテムをアップロードした場

合、自動的に博士論文_02 というアイテムが作られる。今回のアップロードテストでも、



すべてアイテムが二重に作成され、テストを繰り返すと同じアイテムがいくつも作成され

た。「移行大学向けデータ登録手順書[補足]（アイテムタイプ名の登録手順）」では、シー

ト６に、WEKOのアイテムタイプ編集で「アイテムタイプを削除すると、そのアイテムタイ

プを使って登録したコンテンツもすべて削除されてしまう」との記述があったので、一括

削除の目的で、アイテム削除を行ったが、アイテムタイプは削除されたのにもかかわら

ず、コンテンツは残った。あらためて「ユーザー利用手引書」を調べると「削除したアイ

テムタイプに属しているアイテムも引き続き利用することができる」との記述があった

（ユーザー利用手引書,p104」）。 おそらく「アイテムの削除」は表面上見えなくしてい

るだけで、裏では残っているのではないかと思われる。 

アイテムタイプ管理で、アイテムタイプを削除してから、SCfWから新規登録しなおし

た。アイテム管理画面上にはアイテムタイプが残っていないにもかかわらず、削除したは

ずのアイテムタイプで登録された。一度、設定したアイテムタイプの設定を変更するため

には、SCfW と WEKO両方を同様に変更する必要があるとのことで、WEKOに登録する際、す

でに登録されている「アイテムタイプ」と「メタデータ項目」や「オプション」が一致し

ているかを判断するとのことであり、例えば「オプション」である表示・非表示が異なっ

ていると、別のアイテムタイプとして登録される。 

今回のアップロード実験の途中で一度、アイテムが残り、かつアイテムタイプの編集は

できないという事態に陥った。設定変更が効かなくなり、千葉大学側からは処理が不可能

となったために、NII とベンダーに依頼し、すべてのデータを削除の上、初期設定まで状

態を戻した。アイテムタイプの編集、特に削除は慎重に行う必要があることがわかった。

SCfWで一括登録時には、更新用ファイルが出力される。名称からすると、更新目的のファ

イルかと思われるが、その使用方法が不明であったため、更新でなく 

  アイテム一括削除→一括アップロード 

を繰り返した。また複数アイテムを登録した場合にはアイテム毎に一括削除をかけるのは

煩雑なため、ルートインデックスの下に、実験用のインデックスを作成し、その下にアッ

プロードし、削除する際には、実験用のインデックス下のアイテムの一括削除をおこなう

方法をとった。この場合、インデックス間の移動も可能であるので（ユーザー利用手引

書,p143」）、実験用インデックスのなかで実験を行い、上手くいった場合には、所定の位

置にインデックスごと移動する方法のほうが効率的であろうと考えている。 

 サンプルデータ登録後に幾つかの設定を変更したが 

○ fulltext.URLについては、メタデータ項目として登録する必要はないとのことであ

り、WEKOのアイテムに本文ファイルを登録すると、OAI-PMH時に、そのアイテムの URLが

自動的に設定されるとの事であったので、フィルタから削除した。 

○ Identifier..URL は、旧システム URIという項目をフィルタに作成し格納した。 

3)ITEM_KEY、POS_INDEXは設定不要とのことであったので、フィルタから削除した。 

  



また e-Repositoryでは未対応の項目（selfDOI、isbn、NAID、ichushi）について、標

準フィルタに追加するかどうか判断に迷ったが、今回は見送った。 

 

３－２．データロード（大量データロード） 

３－２－１．データロード実験 

8月 19日に中間報告会を実施し、翌日から大量データロードの実験に入った。 

テスト用コレクションは中間報告会前に準備した。1万件のデータは一度では抽出でき

ないために 5000 件づつ二回に分けて抽出した。データの抽出スタート位置は１と、20000

の二か所にわけた。抽出したデータは WinSCPで、PCにダウンロードし、PC上で合わせて

10000件のテストコレクションを作成した。一つにまとめずに 2千件程度のロットを抽出

→アップロードを繰りかえすという方法もあるし、実際の移行作業時に複数人で作業する

のであればロットを分けるほうが平行作業ができて作業効率が良い可能性はある。しか

し、今回は 10000 レコードのメタデータファイルが PC上で処理できるかのテストも必要

であろうと考え、一つのテストコレクションにまとめ、このファイルをマスターとした。

大量アップロード用のメタデータについても、サンプルアップロードと同様に、index と

本文ファイルを EXCEL 上で修正したが、1万レコードでも問題なく処理ができた。EXCEL

ファイルのレコードには連番を振った上で、1～2000番、2001～4000番、4001～6000番、

6001～8000 番、8001～10000番の 5つのサブコレクションを作成した。 

テストについては、指示どおり 2000 件のサブコレクションごとにアップロードした。

今回は EXCEL ファイルでアップロードしたが、メタデータの作成時間は 10分程度、登録

時間が 1時間程度であるが、更新用ファイルの保存にも一時間程度を要した。そのため、

一サブコレクションのアップロードに 2時間以上を要した。 

作業自体は足掛けで三日で終了したが、他の業務と平行して行ったこともあり、操作ミ

スで更新用ファイルの保存時にアップロード用ファイルを上書きしてしまったケースがあ

る。更新用ファイルはデフォルトでは、もとのアップロードファイルへ上書きする仕様だ

が、上書きでないほうが望ましい。また、今回は更新用ファイルの保存も求められていた

ために保存したが、利用方法が不明であるし、永く保存することも困難なので（構築時に

使用したファイルが、今でも組織的に保存されている機関リポジトリはまず無いであろう

し、その後の更新も考えると意味があるとは思えない）、この過程は省略しても良いでの

はないか。運用を考えるのであれば、更新ファイルの保存よりも、WEKOからの一括エクス

ポート機能のほうが望ましい。大量アップロード自体はスムーズに終了し、NIIに報告し

た。ファイルの保存に失敗したものもあったので、アップロードに用いたファイルの他、

全レコードが格納されているマスターファイルを提出した。 

 

３－２－２．サンプリングチェック 

 100件程度のサンプリングチェックについては、マスターファイルの全レコードに乱数



を振り、ランダムにサンプリングを行い、それらのデータが WEKO 上にあるかを千葉大学

側でチェックした。チェック方法は 1件づつタイトル検索し、アップロードを確認した。 

 

３－２－３．機械的マッチング 

NII に提出したレコードについては、ベンダー側で、WEKO上のデータと機械的にマッチ

ングをかけたとの事で、それに基づきマッチングのエラーについての連絡があった。 

 機械的マッチングに失敗したデータについて 

・ 氏名のデータフィールド 

  [Contributor.Alternative.] エラー 91件 

  [Contributor.Transcription.] エラー 1167件 

  [Contributor.Transcription.NC] エラー 1件 

  [Creator.. ] エラー 63件 

  [Creator..NC] エラー 1件 

  [Creator.Alternative.] エラー 157件 

  [Creator.Transcription.] エラー 65件 

  [Creator.Transcription.NC] エラー 159件 

・  [Date.Created.] エラー 6件 

 [Date.Modified.W3CDTF] エラー 3件 

   [Language..ISO639-2] エラー 39件 

・ [Comment.. ] エラー 186件 

・  [Description..] エラー 2件 

・  [ファイル] エラー 370 件 

との連絡があった。 

 このエラーは大きく三つに分けることができる。 

① コンバート時の変換によるミスマッチで本質的な対処は不要のもの 

② CURATORに入力されているデータの不整合によるもの（date 等） 

③ 人名にかんするもの 

①については、仕様上で半角が入るような場合があり、それがミスマッチングとしてカ

ウントされている。NIIによるとプログラム改修を予定しているので、本移行までには解

消される見込みとのことである。 

②については、これは CURATORに入力されているデータの問題である。今回移行実験

で、CURATOR中のデータを確認して判明したが、junii2ができる前にアップロードしたデ

ータが相当数あり、標準化前のため、日付、言語などの形式について一部にバラツキがあ

る。本移行時には現在格納されているデータのチェックと修正が必要であろう。 

③の人名についてはシリアスな問題である。 

例えば 



 [マスターデータ] 

The Third Department of Internal Medicine, School of Medicine, Chiba University 

[WEKO登録データ] 

The, Third Department of Internal Medicine School of Medicine Chiba University 

となっていて 

[表示] 

The Third Department of Internal Medicine School of Medicine Chiba University 

となっている。 

 NIIからの連絡では、氏名用のデータフィールドに組織名が入っているものがいくつか

あるが、WEKOでは人名として姓名区切りの処理を行っているとのことで、また SCfW登録

データと WEKO登録後データの違いの多くは、姓名の前後の半角スペースの有無とのこと

である。 

データが正しく登録できていないもので、特に件数が多かったのは

contributor.Transcription. 

の次の値とのことであった。  

ハギニワ ヒョウホン データベース サクセイ キョウリョクカイ 

属性を name としたが、根本的な問題として、団体名に対応していないようであるし、

junii2 に合わないので、標準フィルタでは、nameを使わずに text に修正する。 

 その他、サムネイルについては、大量データアップロード後に、千葉大独自の仕様とい

うことが判明したため、フィルタから削除した。 

 

３．まとめ 

３－１．改善要望 

３－１－１.システム面 

３－１－１－１．フィルタ管理 

１）コピー機能がないために新たなアイテムタイプ作成は煩雑な作業でありミスも起きや

すい。データセット定義ファイルからフィルタを生成するツールの開発を希望したい。 

２）WEKOからのフィルタのエクスポート 

アイテムタイプの修正を行うためには、SCfW と WEKO、両方の設定をあわせる必要が 

あるとのことだが、設定確認の手段が視認しかないし、 

  ① WEKOのほうでメタデータの設定を変更する 

 ② WEKOから SCｆW用のフィルタを出力する 

 ③ のフィルタを用いて、SCｆWから一括登録する 

という流れのほうが間違いは少ないのではないか。junii3が出てきた時には、各大学で 

メタデータ設定の変更が必要となるであろうし、各大学で一括更新をかけるとなると、で

きるだけ作業は簡単にしておいたほうが望ましいと考えている。 



 

３－１－１－２．バッチ処理 

大量のデータ登録のために、夜間等のバッチ処理での登録機能を希望したい。 

 

３－１－１－３．コンテンツの旧リンク 

 移行前の旧リンクをどのように扱うかの検討も必要である。システムのコンテンツデー

タを移行した場合に、現在の仕様ではコンテンツの旧リンクから、新リンクへのナビゲー

ションする仕組みがない。今回作成のフィルタでは、移行前のコンテンツの URLも、デー

タとして移行するように設定したが、CiNiiとのリンクも含めて、何らかのアクセスを保

証する仕組みが作れないか？少なくとも移行機関向けの案内のなかに、リンクが継承され

ないというデメリットを明示すべきであろう。 

  

３－１－２．マニュアルの整備 

１）マニュアルの整理 

 全体の流れを説明する資料が必要であろう。図 2は全体の流れを基に、千葉大学で作成

したフロー図であるが、明らかに不足しているドキュメントがファイル中の赤字のもので

ある。 

フィルタの作成マニュアルは必須である。属性の意味（text や file、linkの意味）や

必須の設定項目等を網羅的に記述したマニュアルが必要である。 

登録用メタデータの作成マニュアルも必須である。メタデータファイルのフォーマット

についても、研修用テキストではエクセルになっていて、移行手順書ではタブ区切りファ

イルとなっている。どちらでも良いのかもしれないが、どちらでも良いという記述がない

ので判断ができない。また文字コード、改行コードについての記述もない。最低限、ファ

イルへのパスの書き方と、インデックスの書き方の記述も必要である。 

また更新用のメタデータファイルがデータ登録時に保存されるが、そのファイルの使い

方の記述もみつけられなかった。 

実際の移行時には、一括登録だけではなく、一括削除もしくは一括修正という作業が必

ずと言ってよいほど発生するものであるが、その際の手順も記述したほうが良い。 



 

 

            図２ 作業フローとマニュアル 

 

また、移行前に準備すべき作業のリスト文書も必要であろう。具体的には以下のような

項目の検討が必要であると考えている。 

 

検討事項リスト 

【１】検討 

1.JAIRO Cloudの特徴 

2.移行前に調べておかなければならないこと 

1) 機関リポジトリのシステム 

○ 運用システムの種類 

・Dspace、XooNips、E-Repository、NALIS-R は NII 側でデータ抽出ツールと変換フィルタ

を準備ずみ 

・その他のシステムの場合は、所定のフォーマットのメタデータと本文ファイル、メタデ

ータ変換フィルタを準備する必要あり 

・NII が抽出ツール準備済みでも、Peal、データベース接続用の Peal モジュールがインス

トールされていることが前提なので要確認。 

＃ 追加インストールが必要になる可能性あり 



○ディスク容量の確認 

＃ 圧縮作業で、作業領域が必要となる 

2) コンテンツの中身の確認 

・移行コンテンツ数の確認 

・HTML ファイルの場合、本文中の画像は JAIRO Cloud上から開いた場合には表示されない。 

・学内限定公開コンテンツは、JAIRO Cloudでは対応できないので、認証が必要 

【２】計画 

・移行コンテンツの確定 

・移行後の利用設定の確認 

# クリエイティブコモンズ対応で、柔軟な利用許諾方法が選択可能であるが、現行のポ 

#リシーとのすり合わせが必要 

・データコンバートフィルタの確認 

・作業担当者の決定 

・NIIへの申請 

・移行スケジュールの確認 

【３】実行 

＜移行ツール対応のシステムの場合＞ 

１．事前準備 

・移行ツールのセットアップ 

・FTPの設定 

・SCfWのセットアップ 

 i) インストール 

 ii) 標準フィルタの設定および各機関に 

   あわせて修正 

  iii) JAIRO Cloud への接続設定および 

    接続確認 

・JAIRO Cloudのユーザー設定 

 ＃ 管理者設定および作業用アカウント登録 

２．移行作業 

※ いろいろ方法はあるでしょうが、2000 件から 3000 件程度のロット毎にデータ抽出～

データ登録作業を行うことをおススメします。 

１．データ抽出ツールの parm.iniを設定 

２．データ抽出実行 

３．データを FTP でローカル PCへ 

４．scfwで一括登録 

５．JAIRO Cloudでアップロード確認確認 



データが確認できたら、上記の１に戻り、登録を繰りかえす 

※慣れてきたら、１～３と４は平行作業も可です 

すべてのデータ登録が終了したらインデックス、アイテムタイプの確認を行ってください。

特にアイテムタイプは、重複でできてしまっているので整理してください。 

＜移行ツールが未対応のシステムの場合＞ 

・何らかの方法でメタデータと本文ファイルを抽出し、ローカル PCへ 

 

３－２．所感 

 Weko が柔軟で拡張性の高いシステムであるということは今回の移行実験で理解したが、

既存機関の JAIRO Cloudへの移行を本格的に考えるのであれば 

  １）ドキュメントの整備 

２） サポート体制(コミュニティ)の整備 

３） 移行講習会の実施 

が必要と考えている。 

実際の移行作業では、現段階ではある程度の UNIXの操作スキルと、データコンバート

のスキルが要求される。データ抽出にあたっては、UNIX サーバー上でのプログラムの実行

を行わなければならないし、一般的な大学図書館員にとっては心理的なハードルが高いの

ではないか。また抽出後のデータについても、データ修正が必要になる可能性が高いし、

TSV ファイルの処理のスキルも必要であろう。 

 E-Repository は、単一のベンダーの作業によるものであり、機関間の環境の差異は比較

的小さいと考えているが、DSpaceの場合はインストール時の環境が大きく異なる可能性が

高いし、よりきめ細やかなサポートと、ノウハウの蓄積が必要とされるであろう。 

リポジトリの裾野は、2007年頃からの CSI事業に牽引された単独の機関リポジトリか

ら、2010年頃には地域共同リポジトリに移った。そして今、共有リポジトリに移りつつあ

る。しかし地域共同リポジトリにしても、環境を用意すれば進むというものではなかっ

た。地方の場合は、地方国立大学がホスト校と運用の中心となっているケースがほとんど

であったが、活性化するかどうかは、ホスト大学の「本気度」にかかっていた。それはキ

ーマン（ウーマン）の本気度でもあった。業務を粛々とこなせばその延長上で立ち上が

る、というものではなく、ホスト大学にキーマン（ウーマン）がデンと構えていて、「A大

学に聞けばいい」ではなく「A大の Bさんに聞けばいい」と言う信頼関係を確立できて、

はじめて動いている、と言うように見えた。 

共有リポジトリでも、結局は「人」ではなかろうか。ハコを用意すれば良いというもの

ではないし、ルールを作ればいいというものでもない。ホスト、つまり NII側が「顔の見

える」「頼りになる」キーマン（ウーマン）を立てられるかどうかが、JAIRO Cloud の発展

の鍵となってくるのではないかと考えている。 


