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1．このマニュアルについて 

このマニュアルは、JAIRO Cloud をはじめて利用するユーザーを対象に、以下の手順を説明しています。 

  [ JAIRO Cloud 公開までの手順 ] 

 

  

 

 

 

 

  

公
開 

アカウント
の作成 

インデックス
の作成 

コンテンツの登録 
・1 件ずつ登録 
・まとめて登録 
 
 

JAIRO Cloud のデザイン変更 

JAIRO 
Cloud 環境 

提供 
 

このマニュアルで 
説明する手順 
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2. 基本の操作 

2-1.  SWORD Client for WEKO を使った一括登録の概要 

JAIRO Cloud では、複数のコンテンツをまとめて登録することができます（コンテンツの「一括登録」と呼
びます）。一括登録は、他のシステムから JAIRO Cloud に移行する際などに便利です。 

一括登録には、以下の 2 つの方法があります。 

 「SWORD Client for WEKO」（略称「SCfW」）というソフトウェアを使った方法 

 「データコンバーター」（WEKO のインポート機能）を使った方法 

このマニュアルでは、SCfW を使った方法を紹介します。 

SCfW を使った一括登録の大まかな流れは以下の通りです。 

   
① データ変換 

事前に用意したメタデータと本文ファイルを、SCfW を使ってデータ変換します。（SCfW は、Windows 
OS のパソコンにインストールして使用します。） 

② データ転送 
変換したデータを SCfW から JAIRO Cloud へ転送し、コンテンツを一括登録します。 

 
 

2-2. コンテンツの一括登録のための事前準備 

【この節で行う作業】 
コンテンツを一括登録するのに必要な準備を行います。 

   

準備(1) 

準備(2) 

準備(3) 

準備(4) 

まずはこの章に沿って、 
必須の操作をしてみましょう 
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2-2-1. 準備(1)  SWORD Client for WEKO のインストールと設定 

2-2-1-1.  SWORD Client for WEKO のインストール 
作業用の Windows のパソコンに、SCfW のインストーラをダウンロードし、SCfW をインスト―ルします。 
 

【SCfW のダウンロード手順】 
(1) WEKO の Web サイト（http://weko.at.nii.ac.jp/?page_id=47）にアクセスする。 

⇒ [ SCfW ]フォルダをクリックし、最新版(一番上)の zip ファイルをクリックする。 

   
 
(2) 「保存」ボタンをクリックし、インストーラを作業用パソコンの任意の場所に保存する。 

  ⇒ ローカルディスクに ZIP ファイルが保存されます。 
  

作業の概要 作業の詳細 参照先 

準備(1) 作業用の Windows 
パソコンの用意 

パソコンに SCfW をインスト
ール 

☞ 「 2-2-1. 準 備 (1) SWORD Client for 
WEKO のインストールと設定」参照 

準備(2) 登録するコンテン
ツの用意 

メタデータファイル（Excel や
TSV で作ったメタデータの
リスト）の用意 

☞「2-2-2-1. メタデータファイルの作成」
参照 

本文ファイル（PDF など）の
用意 

☞「2-2-2-2. 本文ファイルの用意」参照 

準備(3) 変換フィルターの
用意 

サンプルフィルターの使用、
またはフィルターのアレンジ 

☞「2-2-3. 準備(3) 変換フィルターの用
意」参照 

準備(4) JAIRO Cloud の設
定 

コンテンツを登録するフォル
ダ（インデックス）の作成 

☞「2-2-4. 準備(4) インデックスの作成」
参照 

① ② 

http://weko.at.nii.ac.jp/?page_id=47
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【SCfW のインストール手順】 
(1) ZIP ファイルを任意の場所に展開（解凍）する。 
(2) 展開したフォルダ内の「setup.exe」をダブルクリックする。 

   
 

必須コンポーネントがインストールされていない場合は、以下のセットアップウィザードが表示されます。 

 
 

 
 

  
 
 

① 

③ 

② ライセンス条項を読み、
「同意する」にチェック 

④インストールが完了したら、
「完了」をクリック 

※ 完了まで時間がかかることが
あります 
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(3) SCfW のセットアップを行う。 

 
 

 
 

 
 

 

デフォルトのインストール先フォルダ 

C:\Program Files\SwordClientForWeko  

① 

② 

④ 

⑤ 

③「参照」でインストール先フォル
ダを選択し、「次へ」をクリック 
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入力したデータの姓名分割に使用する、形態素解析エンジン｢MeCab｣がインストールされていない場合
は、セットアップウィザードが表示されます。 

  (MeCab がインストール済みの場合は、ここで全セットアップが終了します。) 

  

 

   

 

   
 

   
 

③「SHIFT-JIS」を選択し、「次へ」をクリック 

④ 使用許諾契約書を読み、
「同意する」にチェック 

  

② 

⑤ 

①「Japanese」を選択し、「OK」をクリック 
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⑥ MeCab のインストール先を
選択し、「次へ」をクリック 

デフォルトのインストール先フォルダ 

C:\Program Files\MeCab ⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 
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SCfW のインストールが完了しました。 

   
 
 

2-2-1-2.  SWORD Client for WEKO のアカウント設定 
SCfW を使ってコンテンツを一括登録するのに必要な、アカウントを設定します。 

【手順】 
(1) SCfW で使用するユーザーID とパスワードを確認する。 

   

 
(2) SCfW を起動し、アカウントを設定する。 

 

 

①_SCfW で使用するユーザーID とパスワードを確認 

SCfW で使用するアカウントは、JAIRO Cloud へのログイ
ンで使用するユーザーアカウントとは別のものです。 

JAIRO Cloud 環境提供の際、JAIRO Cloud 事務局から貴機
関の連絡担当者の方へ送る「JAIRO Cloud の環境設定終了
について」というメールを確認してください。 

⑫ 

②「Windows スタートメニュー」 
⇒「SWORDClientForWeko」 
⇒「SwordClientForWeko」から起動 
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⑤ 

SCfW が起動する 

⑥ 新しいアカウントを登録 
 Account Name：自由に設定できる 

 User ID：①で確認した ID を入力 

 Password：①で確認したパスワードを入力 

 X-On-Behalf-Of：通常は空欄で OK 

（代理登録の場合は投稿者を設定する） 

 TOP PAGE URL：JAIRO Cloud の URL を入力 

「https://（機関のドメイン名）.repo.nii.ac.jp/」 

④ 

③ 

⑦ 
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「Connected!」が表示されないときは、アカウントが正しく登録できているか、以下の手順で確認、修正
してください。 

 
 

 

⑧ プルダウンメニューから登録したアカウント
名を選択 

⑩ 

アカウントが正しく登録されていれば、
「Connected!」と表示される 

① 

⑨ 

③ プルダウンメニューから、
登録したアカウントを選択 

② 
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これで、アカウントの設定が完了し、SCfW を使う準備ができました。 

 
 

2-2-2.  準備(2)  登録するコンテンツの用意 

2-2-2-1. メタデータファイルの作成 
一括登録するコンテンツのメタデータファイルを、Excel もしくは TSV で作成します。 
SCfW から、「テンプレート出力」機能で、データ入力のための雛形となる Excel ファイルを出力できます。 
ここでは、「サンプルフィルター」（☞「2-2-3. 準備(3)  変換フィルターの用意」参照）を例に、メタデー
タファイルの作り方を説明します。 

  

⑤ ユーザーID などを確認して
修正し、「OK」をクリック 

④ 
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【手順】 
(1) Windows スタートメニューから SCfW を起動し、メタデータファイルのテンプレートを出力する。 

   

 

 
 
(2) 保存したメタデータファイルを開き、メタデータのリストを作成する。 

メタデータファイルは、1 行目の「ヘッダー」と 2 行目以降の「メタデータ」で構成されます。 
 
 
 
 

 
このファイルに、一括登録するコンテンツのメタデータのリストを作成します。 

 
 

 
 
 

③ プルダウンメニューから出力するフィルターを選択 

④「テンプレート出力」をクリックし、出力さ
れた Excel ファイルを「名前をつけて保存」 

ヘッダー項目に合わせて、１行につき
１つのコンテンツのメタデータを入力 

サンプルフィルターには、全アイテムタイプに必要なメタ
データが全て入っているため、列が長くなっている  
⇒ 不要な列は、列ごと削除すると、作業しやすくなる 

「ヘッダー（メタデータのヘッダー項目）」 
※ 注意 ※ この行は消さないこと！ 

「メタデータ」 
ここにメタデータを入力する 

① 

② 
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  ※ 備考 ※ 
・メタデータ項目の追加もできます。追加する場合、いくつかの設定が必要になります。（☞「3-2-1. フ

ィルターの設定変更」参照） 
・テンプレートの項目のほかに、既定のメタデータ項目（予約語）を使うこともできます。（☞「3-2-2. 予

約語」参照） 
 
 
2-2-2-2. 本文ファイルの用意 
一括登録するコンテンツの本文ファイルを用意します。 

【手順】 
(1) 作業用 PC の任意の場所にフォルダを新規作成し、メタデータファイル（Excel もしくは TSV）を置く。 
(2)  (1)で作成したフォルダに、添付する本文ファイル（PDF など）を置く。 

 
 
(3) メタデータファイル(Excel)の「ファイル名(パス含む)」列に、本文ファイル名を記入する。 

 
 

  

同じフォルダの中に、メタデータファイ
ルと、本文ファイルを入れる 

本文ファイルのファイル名を記入 
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2-2-3.  準備(3)  変換フィルターの用意 

フィルター（変換フィルター）を用意します。フィルターとは、Excel（または TSV）で作成したメタデー
タを、JAIRO Cloud に登録できる形式へ変換するために使用するものです。 
SCfW では、「サンプルフィルター」という、JAIRO Cloud の初期状態（デフォルト）のアイテムタイプや
メタデータ項目に対応したフィルターが、あらかじめ用意されています。 
 

【JAIRO Cloud のアイテムタイプやメタデータ項目を、デフォルトから変更していない場合】 
「サンプルフィルター」をそのまま使用してください。 

【JAIRO Cloud のアイテムタイプやメタデータ項目を、デフォルトから変更している場合】 
変更したアイテムタイプやメタデータ項目、マッピングの設定に合わせて、フィルターと、メタデータファ
イルの両方を変更する必要があります。（☞ 変更方法は「3-2-1. フィルターの設定変更」参照） 

 
 

2-2-4.  準備(4)  インデックスの作成 

JAIRO Cloud 上で、インデックス（コンテンツを登録するためのフォルダ）を作成します。 
☞「JAIRO Cloud 初級ユーザー向け手引書 2.コンテンツの個別登録」の「2-1. インデックスの用意」参照 

   
 
  

インデックス（JAIRO Cloud 画面のイメージ） 
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2-3. コンテンツの一括登録 

【この節で行う作業】 
SCfW を使って、JAIRO Cloud にコンテンツを一括登録します。 

   
 
【手順】 

(1) Windows スタートメニューから SCfW を起動し、JAIRO Cloud と接続する。 

   

 
(2) メタデータファイルを設定する。 

 

① 

③「Connected!」となっていることを確認 

「メタデータ」の「選択」をクリックして、「2-2-2-
1. メタデータファイルの作成」で作成したメタデ
ータファイルを選択 

②「2-2-1-2. SWORD Client for WEKO のアカウ
ント設定」で追加したアカウントをクリック 

JAIRO Cloud に複数のコンテンツを登録 
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(3) フィルターを設定する。 

 
 

なお、フィルター選択画面で、設定するフィルターのデフォルト値を設定しておくことができます。この
設定をすると、SCfW を起動するたびにフィルターを設定する必要がなく便利です。 

 
 

  
  

「変換フィルタ」の「選択」をクリックし
て、サンプルフィルター、または「2-2-3. 準
備(3)  変換フィルターの用意」で準備した
フィルターを選択 

①「メニュー」＞「オプション
設定」をクリック 

③「OK」をクリック 

②「Default Data Converter」のプルダウンメニュー
から、デフォルトで使うフィルターをクリック 
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(4) インデックスツリーが表示されるので、登録したいインデックスを選択する。 

 
 

 

 
※ 登録先が子インデックス（下位階層のインデックス）の場合は、親インデックス（上位階層のイン
デックス）にチェックする必要はありません。 
（親インデックスにもチェックすると、親インデックスでもコンテンツが表示されてしまいます。） 

  

① 

② コンテンツを登録したいインデックスにチェック
（登録先のインデックスは複数選択できる） 

③ 
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(5) 「Deposit」ボタンをクリックする。 
⇒データ変換（JAIRO Cloud で登録できる「WEKO インポート形式ファイル」の作成）が行われます。 

  

        データ変換 

 

  

① 

② 

・データ変換が正常に完了した場合：「success」表示 
・入力データに問題がある場合：「error」表示 
（☞エラーの対処法は、「3-3. 一括登録中にエラーが起
きた場合の対処方法」参照） 



2. 基本の操作 

21 
 

(6)  JAIRO Cloud への登録（デポジット）が行われる。 

 

       登録の途中で「Update Metadata Confirmation」ウインドウが表示される 

   
 

※ 一括登録を行うと、メタデータファイルの先頭列に WEKO_URL の追加されたファイルが新たに作
成されます。（WEKO_URL は、コンテンツが WEKO 上のどこに登録されたかを示す ID です。
WEKO_URL があると、登録したコンテンツを一括で更新できるようになります。） 
 「別名保存」：元のメタデータファイルとは別に、WEKO_URL のついたメタデータファイルを

保存します。任意のファイル名で保存してください。（元のメタデータファイルをそのまま残し
ておきたい場合に選択してください。） 

 「すべ ては い 」： 元フ ァ イルを 保存 する 必要 が ない場 合、 元の メタ デ ータフ ァイ ルに
WEKO_URL を追加して上書き保存します。 

 
 

  
  

  

「別名保存」または「すべてはい」(※)をクリック 

登録処理が進行する 
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(7) 登録が完了する。 
  [ 登録が成功した場合 ] 

   
 

   
 

[ 登録が失敗した場合 ] 

  
  

「登録データのデポジットに失敗し
ました」と表示されるので、エラーに
対処する（☞「3-3. 一括登録中にエラ
ーが起きた場合の対処方法」参照） 

① 

② 
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(8) JAIRO Cloud で、コンテンツが登録されていることを確認する。 

   
 

 
 
※ 注意 ※ 
・公開日はメタデータに入力されている日付が反映されます。公開日の来ていないコンテンツは、手順③

では見えない状態になっています。（ログインすると見えるようになります） 
・コンテンツのメタデータに不備がある場合の対処方法は、☞「3-3-2-2. メタデータ項目が正しく登録さ

れていない場合」参照。 
 
これで、コンテンツの一括登録ができました。 
なお、一括登録後も、メタデータファイル及び本文ファイルは、バックアップとして保存するようにしてく
ださい。（これらのファイルには WEKO_URL（コンテンツが WEKO 上のどこに登録されたかを示す ID）
が入っているため、コンテンツの一括更新にも使用することができます（☞「3-1. コンテンツの一括更新
（一括修正）」参照）。） 

  

② コンテンツの登録先
インデックスを選択 

③ コンテンツが登録され
ていることを確認 

① ログインしている場合は、
ログアウト 
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3. オプションの操作 

3-1. コンテンツの一括更新（一括修正）  

【この節で行う作業】 
一括登録したコンテンツを、SCfW を使って一括で更新（修正）します。 
たくさんのコンテンツやメタデータをまとめて修正したいときに便利です。 

     
 

一括更新には、以下のものを使用します。 
 WEKO_URL の入ったメタデータファイル（☞「2-3. コンテンツの一括登録」参照） 
 本文ファイル（☞「2-2-2-2. 本文ファイルの用意」参照） 

 
【手順】 

(1)「2-3. コンテンツの一括登録」で保存したメタデータファイルを開く。 
⇒ ファイルの先頭列に「WEKO_URL」が入力されていることを確認します。 

 
  

「WEKO_URL」が入力さ
れていることを確認 

メタデータなどを一括で修正 

コンテンツの一括更新、エラーへの対処法、メ
タデータをカスタマイズする場合の操作 
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(2) メタデータを修正してから、ファイルを保存して閉じる。 

 

 
(3) Windows スタートメニューから SCfW を起動し、 (2)で修正したメタデータファイルを選択する。 

 

 
(4) 使用するフィルターを選択する。 

 
  

メタデータを修正 
（例：間違って記入した箇所 など） 

フィルターを選択 
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(5) 登録したいインデックスを選択する。 

 

 

 

 
 (6) 「Deposit」ボタンをクリックする。 

  

        データ変換 

① 

② コンテンツを登録したいインデックスにチェック
（登録先のインデックスは複数選択できる） 

③ 

① 
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       登録の途中で「Update Metadata Confirmation」ウインドウが表示される 

   
 

  
  

② 

③「別名保存」または「すべてはい」をクリック 

・データ変換が正常に完了した場合：「success」表示 
・入力データに問題がある場合：「error」表示 
（☞ エラーの対処法は、「3-3. 一括登録中にエラーが

起きた場合の対処方法」参照） 

登録処理が進行する 

登録処理が完了する 
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(7)  JAIRO Cloud で、コンテンツが修正されていることを確認する。 

 
 
  

① ログアウトし、コンテンツを
登録したインデックスを選択 

② (2)で修正したメタデータが
反映されていることを確認 

④ 

⑤ 

☞ エラーが発生した場合は、「3-3. 一括登録中にエラー
が起きた場合の対処方法」参照。 
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3-2. 一括登録の高度な設定 

3-2-1. フィルターの設定変更 ～独自のアイテムタイプやメタデータ項目を追加する場合の操作～ 

【この節で行う作業】 
新しくアイテムタイプやメタデータを追加したり、メタデータのマッピング設定を変更したりする場合に必
要な作業を行います。 

 
 
 

3-2-1-1.  フィルターの設定変更の概要 
アイテムタイプを追加したり、メタデータやマッピングの設定を変更する際は、以下の作業が必要です。 

 準備(1)  JAIRO Cloud の設定（WEKO アイテムタイプのメタデータを編集する） 
 準備(2)  フィルターの更新（WEKO アイテムタイプの設定に合わせて、SCfW のフィルターを更新    

する） 
 準備(3)  メタデータファイルの変更 

※ 注意 ※  
・ フィルターを変更する際は、「サンプルフィルター」や、移行機関向けのフィルター（☞ https://com

munity.repo.nii.ac.jp/?action=repository_opensearch&index_id=52 参照）をベースに自機関向け
のアレンジをすることをおすすめします。 

・ JAIRO Cloud で WEKO アイテムタイプのメタデータを編集した箇所は、SCfW のフィルターも更新し、編
集した内容を一致させておく必要があります。フィルターと JAIRO Cloud のメタデータとが一致して
いない状態でコンテンツの登録を行うと、既存のアイテムタイプとは別のものとみなされ、新しいアイ
テムタイプが作成されてしまいます。 

     

フィルターと JAIRO Cloud のメタデータとが一致
していないと、新しいアイテムタイプが作成されて
しまう 

メタデータやアイテムタイプ
を追加し、一括登録を行う 

https://community.repo.nii.ac.jp/?action=repository_opensearch&index_id=52
https://community.repo.nii.ac.jp/?action=repository_opensearch&index_id=52
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・ フィルターを更新した箇所は、メタデータファイルも変更し、変更した内容を一致させておく必要があり
ます。これは、フィルターがメタデータを変換する際、メタデータのヘッダー項目とフィルターの情報
とが一致しているかを比較し、Excel のデータを JAIRO Cloud に登録できる形式へ変換しているためで
す。 

    

 
 

3-2-1-2.  フィルターの設定変更の手順 
フィルターの設定変更は、アイテムタイプごとに行えます。このマニュアルでは、アイテムタイプ「学位論
文 / Thesis or Dissertation」に「研究科」というメタデータ項目を追加する場合を例に、手順を説明します。 

 
【準備(1)  JAIRO Cloud の設定】 
(1)  JAIRO Cloud を開き、メタデータを設定する。 

 

 

 

 

① 

② メタデータを変更したいア
イテムタイプを選択 

③ 

 フィルター 
比較 
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[ メタデータ項目の主な設定 ] 

項目 内容 

項目名 メタデータ項目の名前を入力します 

属性 メタデータ項目の書式を指定します 
(例) ・テキスト：一行のテキスト形式で入力する 
   ・リンク：リンク名と URL で入力する 
   ・チェックボックス：チェックボックスで入力する（複数選択可） 
   ・選択式(プルダウンメニュー)：プルダウンメニューで入力する（複数選択不可） 

オプション ・必須：必須入力項目になります 
・複数可：複数の項目を入力できるようになります 
・一覧表示：検索結果表示でメタデータを表示できるようになります 
     （例：検索結果で日本語著者と英語著者を両方表示したい場合） 

☞ 詳しくは、「NC2_WEKO_Manual_ユーザー利用手引書」の「3.3.1.4. アイテムタイプメタデータ編集」
参照。（http://id.nii.ac.jp/1038/00000094/） 

 

～省略～ 

⑤ 新しいメタデータ項目(※)を入力 

④ 

⑥ 

http://id.nii.ac.jp/1038/00000094/
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【準備(2) フィルターの更新】 

フィルターの更新には、以下の 2 つの方法があります。 
1. 手動でフィルターの更新を行う方法 
2.「フィルタ更新」機能を使った方法 
 

 それぞれの手順を、以下で説明します。 
  

⑦ 

⑧ 

～省略～ 

⑨ 



3. オプションの操作 

33 
 

[ 1. 手動でフィルターの更新を行う方法 ] 
(1)  Windows スタートメニューから SCfW を起動し、「フィルタ管理」＞「メタデータセット編集」を開

く。 

 
 

 

 
(2) 「アイテムタイプ選択」プルダウンから、変更したいアイテムタイプを選択する 

 
 

① 変更したいアイテムタイプを選択 

④「メタデータセット編集」をクリック 

③ 更新したいフィルタ（ここでは
「サンプルフィルター」）を選択 

② 

① 



3. オプションの操作 

34 
 

 

 
(3) メタデータの追加や修正を行う 

 
 

 
 
 
 

※ メタデータ項目の主な設定 

項目 内容 

属性名 メタデータ項目の名前を入力します 

属性タイプ メタデータ項目の入力方法を指定します 
(例) ・text：一行のテキスト形式で入力する 
     ・link：リンク（リンク名と URL）で入力する 
   ・checkbox：チェックボックスで入力する（複数選択可） 
   ・pulldownmenu：プルダウンで入力する（複数選択不可） 

①「行追加」をクリック 

① 新しいメタデータ項目の設定を入力(※) 

③ 左下の「保存」をクリック 
⇒確認のポップアップで「はい」⇒「OK」をクリック ④「閉じる」を

クリック 

② 「マッピング設定編集」をクリック 
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オプション ・必須：必須入力項目になります 
・複数可：複数の項目を入力できるようになります 
・一覧表示：検索結果表示でメタデータを表示できるようになります 
     （例：検索結果で日本語著者と英語著者を両方表示したい場合） 

メ タ デ ー タ
変換設定 

メタデータファイルのヘッダー項目名（☞「2-2-2-1.メタデータファイルの作
成」参照）を設定します。 

デリミタ オプションで「複数可」を設定した場合の、区切り記号（デリミタ）を設定し
ます 

Dublin Core Dublin Core / junii2 でのマッピングを設定します 
 ＊ハーベストの必要がない場合は設定不要 JuNii2 

 
☞ 詳しくは「SWORD Client for WEKO ユーザ利用手引書」参照 
https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=19432427 

 
 
 [ 2.「フィルタ更新」機能を使った方法 ]  

(1)  Windows スタートメニューから SCfW を起動し、「フィルタ管理」＞「フィルタ更新」を開く。 

 
 

 

④「フィルタ更新」をクリック 

③ 更新したいフィルタ（ここでは
「サンプルフィルター」）を選択 

② 

① 

https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=19432427
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(2) フィルターの更新内容を確認し、実行する。 

 

  ※ 注意 ※ 
「更新実行」すると、SCfW で行われたフィルターの設定変更はすべて破棄され、JAIRO Cloud から
取得した情報で上書き更新されます。その際、以下の設定値も初期値に戻ります。 
・アイテムタイプ判別用カラム名（各コンテンツのアイテムタイプを指定するための項目です。SCfW

で、変換フィルタの「選択」＞「フィルタ管理」＞「テンプレート編集」から設定できます。） 
・デリミタ（1 つのメタデータ項目に複数のメタデータを登録する際に使用する、区切り文字のこと

です。SCfW で、変換フィルタの「選択」＞「フィルタ管理」＞「メタデータセット編集」＞「マ
ッピング設定編集」から設定できます。） 

  

 
 
 
【準備(3)  メタデータファイルの変更】 

(1) 「2-2-2-1. メタデータファイルの作成」の手順を行う。 
または、一括登録したいメタデータファイル(Excel または TSV 形式)を開く。 

(2) Excel ファイルのメタデータヘッダー項目に、項目名（カラム名）と同じ名前の項目の行を追加する（同
じ名前の項目がない場合のみ）。 

(3) (2)で追加した行に、各コンテンツのメタデータを追記する。 

⑤ 更新内容を確認し、問題なければ
「更新実行」をクリックする 

⑥ 更新が完了したら「OK」を
クリックする 
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  ※ なお、SCfW の「テンプレート出力」機能を使ってメタデータファイルのテンプレートをダウンロ
ードし、必要事項を転記することで、メタデータファイルを作り直すこともできます。 

    （☞ 手順は「2-2-2-1. メタデータファイルの作成」参照） 
 
 
【変更したフィルターを使ったコンテンツの一括登録】 

(1)「2-3. コンテンツの一括登録」の手順に従って、コンテンツを一括登録する。 

 
 
 

3-2-2. 予約語 

SCfW のフィルターには、既定のメタデータ項目（「予約語」と呼びます）があります。 
予約語を使うときは「3-2-1. フィルターの設定変更」の操作が不要です。（メタデータファイルのヘッダー
項目に予約語を設定すれば、フィルターを変更しなくても、自動でメタデータ項目が追加されます。） 
 

①  メタデータ変換設定のカラム名と同じ名前
（「研究科」）の行を追加する 

 

 

② 各コンテンツのメタデータ
を追加する 

登録が完了したら、メタデータ項目（「研究科」）が
正しく追加されていることを確認する 
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予約語 説明 

POS_INDEX コンテンツの登録先を、WEKO のどのインデックスにするかを指定します。イ

ンデックスの階層はスラッシュ（ / ）で区切ります。複数のインデックスを指

定する際はパイプ（ | ）で区切ります。 

※ POS_INDEX でインデックスを指定する場合、事前に「2-2-4. 準備(4) イ

ンデックスの作成」の作業をする必要はありません。 

ITEM_KEY 登録コンテンツの本文ファイル（PDF 等）が、登録作業を行う PC 上のどのフ

ォルダにあるかを示します。（本文ファイルがメタデータファイルと同階層の別

フォルダにある場合に、そのフォルダ名を指定します。） 

FEEDBACK_MAIL 月次の利用統計の送信先メールアドレスを指定します。（各コンテンツの月次の

利用統計を、指定したメールアドレスに送ることができます。） 

CNRI ＊CNRI ハンドルを使用している機関のみ 

CNRI ハンドル URL を指定します。（事前に WEKO 管理画面で CNRI の設定

が必要です。） 

SELF_DOI_RA ＊JaLC DOI（または Crossref DOI）を登録している機関のみ 

selfDOI の ra 属性（JaLC / Crossref）の新規登録に使用します。既に登録した

selfDOI の移行には使えませんので、JAIRO Cloud 事務局まで相談ください。 

☞ DOI の付与については「JAIRO Cloud 初級ユーザー向け手引書  2.コンテ

ンツの個別登録」の「4-2. DOI の付与」参照 

WEKO_URL 一括登録を行う際に、WEKO_URL（WEKO 更新用の ID）の追加されたデータ

が作成されます。 

☞ 詳しくは、「SWORD Client for WEKO ユーザ利用手引書」参照 
https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=19432469 
 
なお、予約語以外にも、フィルターに必要な（または、あるほうが望ましい）メタデータ項目があります。 
メタデータ項目名（一例） 説明 

アイテムタイプ（移行元のシステ

ムやフィルターの設定により項目

名が異なります。 例：「タイプ」

「WEKO アイテムタイプ」など） 

WEKO のアイテムタイプ指定です（必須項目）。 

公開日 WEKO 上でのコンテンツの公開日です（必須項目）。指定がない場合、登録し

た日付が公開日になります。 

ファイル (XooNIps ではデータ種

別ごとに項目名が異なります） 

登録コンテンツの本文ファイル名です。ITEM_KEY とファイルの組み合わせ

で、登録するファイルを指定します。 

xxxx_normalize (移行元のシステ

ムにより項目名が異なります） 

＊移行の機関のみ 

日付形式のデータを、WEKO の日付形式(YYYY-MM-DD)に合わせ加工したも

のです。もとのメタデータ項目のあとに、_nomalize がつきます。 

https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=19432469
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3-3. 一括登録中にエラーが起きた場合の対処方法 

3-3-1. よくあるエラー一覧 

SCfW を使用していてエラーが表示された場合、以下の一覧を参考にして対処してください。 
 

エラーメッセージ 対応方法 

属性値が入力されていません 必須のメタデータが入力されていないため、入力してください。 

ファイルが見つかりません 本文ファイルの名前、またはファイルパスが正しいか確認してください。 

日付の形式が無効です 日付を yyyy-mm-dd 形式に修正してください。 

アイテムタイプのカラムが存在

しません 

・メタデータファイルにアイテムタイプのカラムを追加し、入力してください。 

・アイテムタイプを入力するカラム名（メタデータファイルのヘッダー項目名）

を、SCfW の設定値と一致させてください。 

【SCfW の設定値の確認方法】 ① SCfW で変換フィルタの「選択」をクリック

＞ ②「フィルタ管理」をクリック＞ ③ プルダウンメニューから該当フィルタ

を選択し、「テンプレート編集」の「アイテムタイプ判別用カラム名」を確認 

アイテムタイプが入力されてい

ません 

アイテムタイプを入力してください。 

フィルタに存在しないアイテム

タイプが選択されました 

フィルタで設定したアイテムタイプの値以外が入力されています。 

メタデータファイルが他のプロ

セスによって開かれています 

他のソフトウェア（Excel やテキストエディタなど）でメタデータファイルが開

かれています。それらのソフトウェアを終了してください。 

不正な選択項目が指定されてい

ます 

選択肢を選択するメタデータにおいて、選択肢候補にないメタデータを指定して

います。選択肢候補のメタデータを正しく選択しているかを確認してください。 

リンク URL が入力されていませ

ん 

属性が「link」となっているメタデータ項目について、リンク名が入力されてい

る場合、リンク URL を入力する必要があります。 

リンク名が入力されている項目について、リンク URL を入力して下さい。 

 

（エラーメッセージは出ずに登

録が完了したが、メタデータ項目

が登録されていない） 

メタデータのフィルタ設定を再度見直してください。 

（☞「3-3-2-2. メタデータ項目が正しく登録されていない場合」参照） 

・接続がタイムアウトしました 

・（ステータスが「デポジット中」

のまま「登録データのデポジット

に失敗しました」表示）  etc… 

ネットワークなどの問題により、正常に登録を行えない場合があります。 

登録できていないコンテンツについて、登録をやり直してください。 

（☞「3-3-2-3. 登録（デポジット）中に登録失敗した場合」参照） 

 

☞ 詳しくは「SWORD Client for WEKO ユーザ利用手引書」参照 
https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=19432912 

https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=19432912
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3-3-2. エラーへの対処方法 

3-3-2-1.  SWORD Client for WEKO でエラーが表示された場合 
SCfW を使用していてエラーが表示された場合、以下の手順を参考にして対処してください。 

 
【手順】 

(1) エラーの詳細を確認する 

   
 

(2) 「3-3-1. よくあるエラー一覧」から、エラーの対処方法を確認し、対処する。 
例：「ファイルが見つかりません」エラー 

⇒ メタデータファイルに誤記があった（本文ファイルの名前が間違っていた）ため、修正する。 

 
 

(3) 対処が終わったら、再びコンテンツの一括登録を行う。（☞ 手順は「2-3. コンテンツの一括登録」）参照） 

   

① エラーが検出されたら、
「詳細」の文字をクリック  

 

② エラーの詳細を確認する 

 ファイル名が間違って
いたので修正 

 
メタデータファイルには(2)で修正したファイルを選択 
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3-3-2-2.  メタデータ項目が正しく登録されていない場合 

SCfW で一括登録されたコンテンツのメタデータ項目が正しく登録されていない場合は、以下の手順を参考
に対処してください。 

 
 

(1) 「3-3-1. よくあるエラー一覧」から、エラーの対処方法を確認する。 
(2) 修正するメタデータファイルを開き、正しく登録できなかったメタデータヘッダー項目を確認する。 

 
 

(3) 変換フィルターの設定を確認する（メタデータ変換設定のカラム名が、(2)で確認したメタデータヘッダ
ー項目名と一致しているかを確認）。 

 
 

 
このマニュアルでは、メタデータ項目「著者名」が
正しく登録されていない場合を例に説明します。 

 
登録できていないメタデータヘッダー項目名を確認 

① 

② 
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④ 

③ 確認したいフィルタ（ここでは
「サンプルフィルター」）を選択 

⑤ 確認したいアイテムタイプを選択 

⑦「メタデータ変換設定」のカラム名が、(1)で確認し
たメタデータヘッダー項目名と一致しているか確認 

⑥ 

一致していないと、メタデータ項目が正しく登録できません。 
⇒ Excel ファイルのメタデータヘッダー項目を、メタデータ変換設定

のカラム名と同じ名前に修正する必要があります。 
 

⑧ 
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(4) 修正するメタデータファイルを開き、メタデータヘッダー項目を修正して保存する。 

 

 
(5) 対処が終わったら、再びコンテンツの一括登録を行う。（☞ 手順は「2-3. コンテンツの一括登録」）参照） 

 
 
 

3-3-2-3. 登録（デポジット）中に登録失敗した場合 
登録（デポジット）中にエラー（例：「接続がタイムアウトしました」）などが発生して登録失敗した場合は、
以下の手順を参考に再度一括登録を行ってください。 
 
(1) 項番 2-2 で作成した更新用ファイル（「すべてはい」の場合は登録ファイル）を別名でコピーする。 

 
(2) (1)でコピーしたファイルの左端の列に「WEKO_URL」列があるので、この「WEKO_URL」列に値が入っ

ているかどうかを確認する。これにより、登録処理がどこまで進んでいるかを確認できる。 

   
 
 

メタデータヘッダー項目を「著者（和）」
から「著者」に修正 

修正したメタデータ項目が正しく
登録されていることを確認 

 4 行目まで WEKO_URL に値が入っていることを確認 
⇒ 4 行目まで登録したところ（もしくは 4 行目の登録中）
でエラーが発生し、登録が中断したとわかる 
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(3) 一番最後の「WEKO_URL」の行を除き、残りの「WEKO_URL」が入っている行を削除し、ファイルを上
書き保存する。 

 
 

(4) 再びコンテンツの一括登録を行う。（☞ 手順は「2-3. コンテンツの一括登録」）参照） 

   
  

 

一番最後の「WEKO_URL」が入った行（この場合は
4 行目）を除き、「WEKO_URL」が入った行を削除 

 
メタデータファイルには(3)で保存したファイルを選択 
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4. その他参考情報 

4-1.  SWORD Client for WEKO を使わない一括登録（WEKO インポート） 

WEKO のインポート機能（データコンバーター）を使った一括登録もできます。以下の場合にご利用くだ
さい。 
 SWORD Clinet for WEKO での一括登録がどうしてもうまくいかないとき 
 WEKO 上でエクスポートしたファイル（WEKO インポート形式のもの）を使って、コンテンツを一

括登録するとき。 
 

 ☞ 詳細は「WEKO インポート機能による一括登録マニュアル」参照 
http://id.nii.ac.jp/1038/00000184/ 

 
 

4-2. わからないことがあったら 

このマニュアルで紹介していない機能や、不明点については、以下の URL を参照してください。 
 
・SWORD Client for WEKO ユーザ利用手引書 

http://id.nii.ac.jp/1038/00000167/ 
  
・JAIRO Cloud への移行関連のマニュアル・資料 

https://community.repo.nii.ac.jp/?action=repository_opensearch&index_id=50 
 
 

http://id.nii.ac.jp/1038/00000184/
http://id.nii.ac.jp/1038/00000167/
https://community.repo.nii.ac.jp/?action=repository_opensearch&index_id=50
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