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1. はじめに 
 

本書は NetCommons2.4.2.1 (以下、NC2) 用のリポジトリモジュール WEKO のユーザー利

用手引書である。実際に WEKO を使用する際の作業を解説する。 

 

注意事項 

・ 本書は登録ユーザー以上の権限を持つユーザーを対象とする。 

・ 本書は NC2 の使用に関して十分な知識を持つユーザーを対象とする。 

・ 本モジュールの導入手順は別書｢運用手引書｣に記述する。本書はシステム管理者

によって NC2 に本モジュールが追加された状態の使用方法を記述する。 
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2. 機能一覧 
 

本手引書で解説する、WEKO の機能を列挙する。 

各機能を実行できるユーザーを併記する。 

A ：システム管理者 

M ：モデレータ 

U ：一般ユーザー 

G ：ゲスト 

 

2.1. 閲覧モード 
 

表 1 閲覧モード機能一覧 

No. 機能名称 機能概要 
ユーザー 

A M U G 

 アイテム編集 

 新規登録 

 属性変更 

 削除 

アイテムタイプを指定してアイテムを登録す

る。 
○ ○ ○  

 インデックスツリー検索 インデックスツリーのノードを選択した場合、

ノードに属するアイテムが一覧表示される。 
○ ○ ○ ○ 

 アイテム検索 キーワードを指定し、検索を行うとキーワード

を含むアイテムが一覧表示される。検索対象

はアイテムタイプで検索対象と定義されたア

イテムの属性値とアイテムの本文ファイルと

する。 

○ ○ ○ ○ 
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No. 機能名称 機能概要 
ユーザー 

A M U G 

 アイテム一覧 インデックスツリーまたは、アイテム検索で指

定されたアイテムを一覧表示する。一覧で表

示する属性値はアイテムタイプで定義でき

る。一覧から選択されたアイテムを詳細表示

する。 

○ ○ ○ ○※1 

 アイテム詳細 

  

アイテム一覧より指定されたアイテムの属性

値を表示する。 

アイテムを構成するファイルおよび、添付ファ

イルをダウンロード可能とする。 

○ ○ ○ 
 

○※1 

 ランキング 人気ランキングなど告知する目的でアイテム

の参照回数等の統計情報を集計し表示す

る。 

○ ○ ○ ○ 

 ワークフロー 登録されたアイテムのうち、承認待ちとなって

いるアイテムを一覧表示する。一覧から選択

されたアイテムを詳細表示する。 

○ ○ ○  

※1：参照できるアイテムは公開されているもののみ 
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2.2. 編集モード 
 

表 2 編集モード機能一覧 

No. 機能名称 機能概要 
ユーザー 

A M U G 

 アイテムタイプ管理 

 新規作成 

 編集 

 削除 

アイテムとして登録するメタデータセットを定

義する。 
○ ○   

 アイテムタイプ管理(OAI-

PMH マップ) 

アイテムとして登録するアイテムタイプのマッ

ピング情報を設定する。 
○ ○   

 アイテム管理 インデックスに属するアイテムについて下記

を行う。 

・表示順序を設定する 

・一括削除する 

・DOI を付与する 

・「ファイル」属性にライセンスおよびエンバー

ゴを設定する 

○ ○   

 インデックスツリー管理 

 ノード追加 

 ノード移動 

 ノード名変更 

 ノード削除 

アイテムを分類整理するためのカテゴリを示

すディレクトリ構造を定義する。 

○ ○   

 査読承認 承認待ちとなっているアイテムを承認済みに

変更する。 
○ ○   

 インポート １つ以上のアイテムを一括登録する。 

アイテムの属性値は XML で記述し、ファイル

と添付ファイルを含めた zip ファイルとしてア

ップロードする。 

○ ○   

 エクスポート １つ以上のアイテムを一括ダウンロードす

る。アイテムの属性値は XML に出力し、ファ

イルと添付ファイルを含めた zip ファイルとし

てダウンロードする。 

○ ○   

 ログ解析 

 定型レポート 

 カスタムレポート 

システムの利用状況などを分析する目的で

http リクエストをイベントとして記録する。 ○ ○   
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No. 機能名称 機能概要 
ユーザー 

A M U G 

 管理 

 表示設定 

 運用設定 

 サーバー設定 

WEKO モジュールの表示、運用、サーバー

設定を行う。 
○ ○   

 著者名典拠管理 著者名典拠の追加・変更・削除・付替え・イ

ンポートを行う。 
○ ○   
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3. WEKO 操作 
 

実際に WEKO を利用する際に必要な操作を解説する。 

 

 

3.1. ゲスト 
3.1.1. アイテム検索 
「トップ」タブをクリックすると、キーワード検索欄、インデックスリンク、インデックスツリーが表示さ

れます。 

これらを用いて公開中のインデックスおよびアイテムを検索し、アイテムを閲覧することができま

す。

 

■キーワード検索欄の使用方法については 

• 簡易検索 

• 詳細検索 

を参照してください。 

 

■インデックスリンクでの検索方法については、インデックスリンク検索を参照してください。 

  インデックスリンクの表示はオプションです。 

  インデックスリンクの表示有無の設定について WEKO 管理を参照してください。 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#simple
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#detail
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#item_list_view
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html
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■インデックスツリーでの検索方法については、インデックスツリー検索を参照してください。 

3.1.1.1. インデックスリンク検索 
インデックスリンクのプルダウンに表示されているインデックス名を選択することにより、そのイン

デックス直下に存在するインデックスとアイテムの検索を行います。 

インデックスリンク指定による検索結果の詳細については、インデックス検索結果を参照してくださ

い。 

 

 

【参考】 

 インデックスリンク.プルダウン内に表示させるインデックスの指定と表示名の設定は、ツリー編集

で設定します。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#index_tree_search
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#index_search_result
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/tree_edit.html#tree_edit
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/tree_edit.html#tree_edit
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3.1.1.2. インデックスツリー検索 
インデックスツリーから任意のインデックスを選択することにより、そのインデックス直下に存在す

るインデックスとアイテムの検索を行います。 

インデックスツリーの選択による検索結果の詳細については、インデックス検索結果を参照してく

ださい。 

 

 

 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#index_search_result
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「インデックスツリー」の文字をクリックすると、ルートインデックス直下のインデックスリストが表示

されます。 

 

【参考】 

「インデックスツリー」横の マークをクリックすると別ウインドウが開き、ルートインデックス以下

のインデックスの情報を OAI-ORE 形式で画面に表示します。 
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3.1.1.3. キーワード検索 
3.1.1.3.1. 簡易検索 

キーワードを指定してアイテムの検索を行います。 

• 「キーワード検索」にチェックを入れ検索すると、登録されたアイテムのメタデータから検索

した結果を表示します。 

• 「全文検索」にチェックを入れ検索すると、登録されたアイテムのメタデータと登録されたフ

ァイルの内容から検索した結果を表示します。 

簡易検索結果の詳細についてはアイテム検索結果を参照してください。 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#item_search_result
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3.1.1.3.2. 詳細検索 
複数の検索条件とキーワードを指定してアイテムを検索します。指定した各検索項目の AND 条

件で検索を行います。 

 

検索条件の中には”一覧”表示から検索キーワードを選択指定するものが存在します。 

"一覧"をクリックしたときに表示される選択候補の一覧を以下に示します。 

各検索条件に対応する junii2 マッピングについては WEKO 管理をご参照ください。 

 

検索条件項目名 一覧ポップアップの選択値 備考 

件名・分類 NIIsubject 

NDC 

NDLC 

BSH 

NDLSH 

MeSH 

DDC 

LCC 

UDC 

LCSH 

 

アイテムタイプ WEKO に登録済のアイテム

タイプ。 

 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html
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検索条件項目名 一覧ポップアップの選択値 備考 

資源タイプ Journal Article 

Thesis orDissertation 

DepartmentalBulletin Paper 

ConferencePaper 

Presentation 

Book 

Technical Report 

ResearchPaper 

Article 

Preprint 

Learning Material 

Data orDataset 

Software 

Others 

 

ID identifier 

URI 

fullTextURL 

selfDOI 

ISBN 

ISSN 

NCID 

pmid 

doi 

NAID 

ichushi 

NAID 

ichushi 
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検索条件項目名 一覧ポップアップの選択値 備考 

言語 日本語 

英語 

フランス語 

イタリア語 

ドイツ語 

スペイン語 

中国語 

ロシア語 

ラテン語 

マレー語 

エスペラント語 

アラビア語 

ギリシャ語 

朝鮮語  

その他の言語 

 

権利 CC BY 

CC BY-SA 

CC BY-ND 

CC BY-NC 

CC BY-NC-SA 

CC BY-NC-ND 

自由記述 

■一覧ポップアップで「自由記述」にチェック

を入れた場合 

下記の文字列から検索する。 

• junii2 マッピングが「rights」のメタデ

ータに記述された文字列 

• ファイルライセンスの自由記述文字

列 

■一覧ポップアップで「自由記述」にチェック

を入れなかった場合 

ファイルライセンスマスタの ID から検索す

る。 

著者版フラグ author 

publisher 

ETD 

none 

 

インデックス WEKO に登録されているイ

ンデックスの一覧 
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検索条件を選択およびテキストボックスに検索キーワードを入力し、「検索」ボタンをクリックすると

検索結果が表示されます。 

詳細検索結果の詳細はアイテム検索結果を参照してください。 

 

【参考】 

詳細検索で表示/使用する検索条件項目の指定および初期表示項目の設定については WEKO

管理で設定します。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#item_search_result
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#view_detail_search
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#view_detail_search
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3.1.1.4. その他検索 
「トップ」画面での検索以外に下記の各種検索が可能です。 

3.1.1.4.1. 著者検索 
検索結果画面およびアイテム詳細画面に表示される著者名リンクをクリックした時の検索方法と

して  

• 著者名検索 

…指定された著者名にてアイテムを検索する。 

• WEKO 著者 ID 検索 

…指定された著者の WEKO 著者 ID にてアイテム検索を行う。 

のいずれかの方法で検索を行うことが可能です。 

どちらの検索を行うかは、WEKO 管理で設定します。 

検索結果の詳細についてはアイテム検索結果を参照してください。 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#default_search_setting
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#item_search_result
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3.1.1.4.2. 関連ワード検索 
アイテム詳細画面の「コンテンツに関連する検索キーワード」のリンクをクリックすることでアイテム

検索を実施できます。 

 
 

関連ワード検索結果の詳細についてはアイテム検索結果を参照してください。 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#item_search_result
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【参考】 

• アイテム詳細画面の「コンテンツに関連する検索キーワード」の表示有無および各種設定

は WEKO 管理で設定します。 

• 「コンテンツに関連する検索キーワード」にキーワードが表示されるためには以下の各検

索サイトを referer とする検索が実行される必要があります。 

検索サイト URL 

YAHOO! JAPAN search.yahoo.co.jp 

msn www.bing.com 

goo search.goo.ne.jp 

infoseek websearch.rakuten.co.jp 

excite websearch.excite.co.jp 

Fresh search.fresheye.com 

OCN wsearch.ocn.ne.jp 

BIGLOBE cgi.search.biglobe.ne.jp 

nifty search.nifty.com 

livedoor search.livedoor.com 

 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html
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3.1.1.5. 異体字検索について 
WEKO の検索機能は、意味と読みは同一であるが表記に差異のある語句による検索、いわゆる

『異体字検索』をサポートしています。 

例として、タイトルの検索キーワードとして「壱」を入力し、検索を実行したとき、「壱」の異体字であ

る「一」などを含むアイテムも検索することができます。 

 

 

【注意事項】  

異体字検索は Mroonga がインストールされている必要があります。 
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3.1.1.6. 検索結果表示 
検索方法により検索結果画面上に表示される項目が以下の様に異なります。 

 

検索方法 

検索結果表示  

参照先 雑誌情報 インデックスリ

スト 

アイテムリスト 

インデックスリンク

検索 

○（一覧形式

のみ） 

○（一覧/目

次） 

○（一覧/目

次） 

インデックス検索結

果 を参照してくださ

い インデックスツリー

検索 

○（一覧形式

のみ） 

○（一覧/目

次） 

○（一覧/目

次） 

簡易検索 × × ○ アイテム検索結果 

を参照してください 詳細検索 × × ○ 

著者名検索 × × ○ 

WEKO 著者 ID 検索 × × ○ 

関連ワード検索 × × ○ 

3.1.1.6.1. インデックス検索結果 
検索対象であるインデックスの表示形式の設定（ツリー編集を参照）により 

• 一覧形式 

• 目次形式 

のいずれかの形式で表示します。 

3.1.1.6.1.1. 一覧形式 
一覧形式表示では、検索対象となったインデックスの  

• 雑誌情報（雑誌情報出力ありの場合のみ）  

当該インデックス配下の  

• インデックスリスト  

• アイテムリスト（一覧形式）  

を表示します。 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#index_search_result
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#index_search_result
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#item_search_result
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/tree_edit.html
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3.1.1.6.1.2. 目次形式 
目次形式表示では、検索対象となったインデックスの 

• インデックスリスト 

• インデックスサムネイル画像 

• インデックスコメント 

• アイテムリスト（目次形式） 

を表示します。 
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3.1.1.6.1.3. 雑誌情報表示（一覧形式でのみ表示） 
ツリー編集にて雑誌情報を登録済み、かつ「出力する」に設定されている場合のみ、以下のインデ

ックス情報および雑誌情報を初期表示します。 

インデックスの表示形式が「一覧形式」に設定されている場合のみ表示します 

• インデックス.サムネイル画像 

• インデックス.コメント 

• 雑誌情報.雑誌名 

• 雑誌情報.別タイトル 

• 雑誌情報.出版者 

• 雑誌情報.言語 

• 雑誌情報.プリント版 ISSN / プリント版 ISBN 

• 雑誌情報.eISSN / eISBN 

• 表示しているインデックスの検索 URL 

• 詳細表示リンク 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/tree_edit.html
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詳細表示リンクをクリックすると雑誌情報の詳細が表示されます。 

 

 

【注意事項】 

• 雑誌情報を出力しない設定の場合、すべての雑誌情報は表示されません。 

• インデックス.サムネイル、インデックス.コメントの入力、および雑誌情報の登録方法はツリ

ー編集を参照してください。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/tree_edit.html
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/tree_edit.html
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3.1.1.6.1.4. インデックスリスト（一覧形式／目次形式共通） 
検索インデックス配下に存在する子インデックスのリストを表示します。 

• (子)インデックス名 

• (子)インデックスコメント 

 

またはインデックス名をクリックすると、そのインデックス内の子インデックスおよびアイテムの

検索と閲覧ができます。 

をクリックすると別ウインドウが開き、そのインデックス以下の新着アイテムの情報を RSS 形式

で画面に表示します。 

をクリックすると別ウインドウが開き、そのインデックス以下のインデックスおよびアイテムの情

報を OAI-ORE 形式で画面に表示します。 

 

【注意事項】 

• RSS および OAI-ORE 形式の表示を行うにはメタデータのマッピング設定がされている必

要があります。 

マッピング設定についてはアイテムタイプ管理(OAH-PMH マップ)をご覧ください。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_mapping.html
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3.1.1.6.1.5. アイテムリスト（一覧形式） 
検索インデックス配下に存在するアイテムリストを一覧形式で表示します。 

• パンくずリスト 

• アイテムのエクスポート＆印刷[ボタン] 

• アイテムリスト表示順／表示数 

• アイテムタイトル 

• メタ情報 

• ファイルダウンロード[ボタン] 

 

アイテムタイトルをクリックするとアイテム詳細情報が表示されます。 

ファイルダウンロード[ボタン]をクリックするとファイル保存ダイアログが起動し、そのファイルをダ

ウンロードすることができます。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#export
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#itemlist_show_number
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#show_metadata
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#show_file_download
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_detail.html
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3.1.1.6.1.6. アイテムリスト（目次形式） 
検索インデックス配下に存在するアイテムリストを目次形式で表示します。 

• 見出し(大見出し:小見出し） 

• アイテムタイトル 

• 著者 

• ページ番号 

• ファイルダウンロード[ボタン] 

 

アイテムタイトルをクリックするとアイテム詳細情報が表示されます。 

ファイルダウンロード[ボタン]をクリックするとファイル保存ダイアログが起動し、そのファイルをダ

ウンロードすることができます。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#show_file_download
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_detail.html
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3.1.1.6.2. アイテム検索結果検索結果 
指定したキーワードで検索されたアイテムリストを表示します。 

3.1.1.6.2.1. アイテムリスト（アイテム検索） 
• アイテムのエクスポート＆印刷[ボタン] 

• アイテムリスト表示順／表示数 

• アイテムタイトル 

• メタ情報 

• ファイルダウンロード[ボタン] 

 

アイテムタイトルをクリックするとアイテム詳細情報が表示されます。 

ファイルダウンロード[ボタン]をクリックするとファイル保存ダイアログが起動し、そのファイルをダ

ウンロードすることができます。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#export
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#itemlist_show_number
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#show_metadata
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#show_file_download
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_detail.html
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3.1.1.6.2.2. メタ情報の表示 
アイテムリスト上で表示するメタ情報の項目をアイテムタイプ.メタデータ編集にて選択が可能で

す。 

メタデータ項目のオプション「一覧表示」を有効にした項目値がリスト上に表示されます。 

項目値が未設定の項目については表示されません。 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_metadata.html#itemtype_metadata
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3.1.1.6.2.3. ファイルダウンロード[ボタン]の表示 
ファイルダウンロード用のボタンはアイテムタイプ.メタデータ編集にて 

属性＝ファイルの項目に対してオプション「一覧表示」を有効にした場合のみ表示されます。

 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_metadata.html#itemtype_metadata
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3.1.1.6.2.4. アイテムのエクスポート&印刷 
アイテムリストに表示されたアイテムの情報を WEKO インポート形式でダウンロードすることがで

きます。 

また、現在表示しているアイテムリストを印刷することができます。 

 

■エクスポート 

エクスポートするアイテムを選択し「実行」ボタンをクリックすると、エクスポート確認画面が表示さ

れます。 

 

項目 内容 

チェックしたアイテムを

Export 

アイテムリストのチェックボックスにチェックをいれたアイテムのみをエ

クスポートします。 

表示中の全てのアイテムを

Export 

アイテムリストに表示されているアイテムを全てエクスポートします。 

このインデックスの全ての

アイテムを Export 

表示しているインデックスに所属するアイテムを全てエクスポートしま

す。 
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■エクスポート確認画面 

エクスポート確認画面では、選択したアイテムのタイトルが表示されます。 

「エクスポート」ボタンをクリックするとファイル保存ダイアログが起動し、選択した形式のファイルを

ダウンロードすることができます。 

選択可能な形式は下記の通りです。  

• WEKO インポート形式 

• BIBTEX 形式 

• OAI-PMH 形式 

• SWRC 形式 

• ELS 形式 

• TSV 形式 

 

【注意事項】 

• ファイルのダウンロード権限がない場合は添付ファイルはエクスポートされません。 

• 管理者がファイルのエクスポートを制限している場合は添付ファイルはエクスポートされ

ません。 

• TSV 形式でエクスポートしたファイルを Excel で開く場合、ファイル指定で開かなければ

正常に開けません。 

• 管理者またはアイテム登録者でないユーザがエクスポートした場合、著者およびフィード

バックメール送信先のメールアドレスは出力されません。 

メールアドレスを出力する場合、repository/config/define.inc.php の

_REPOSITORY_SHOW_EXPORT_MAIL_ADDRESS を true にする必要があります。 

■印刷 

印刷するアイテムを選択し「実行」ボタンをクリックすると印刷用画面が表示され、印刷ダイアログ

が起動します。 
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項目 内容 

チェックしたアイテムを印刷 アイテムリストのチェックボックスにチェックをいれたアイテムのみリス

ト化し、印刷用レイアウトで表示します。 

表示中の全てのアイテムを

印刷 

アイテムリストに表示されているアイテムを全て印刷用レイアウトで

表示します。 

このインデックスの全ての

アイテムを印刷 

表示しているインデックスに所属するアイテムを全て印刷用レイアウ

トで表示します。 
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3.1.1.6.2.5. アイテムリスト表示順／表示数 
■アイテムリスト表示順の変更 

アイテムの表示順を下記の項目から選択し、変更することができます。 

 

表示順 内容 

タイトル(昇順) アイテムタイトルについて昇順で並べ替えます。 

タイトル(降順) アイテムタイトルについて降順で並べ替えます。 

登録者(昇順) アイテムの登録者名について昇順で並べ替えます。 

登録者(降順) アイテムの登録者名について降順で並べ替えます。 

アイテムタイプ(昇順) アイテムタイプの ID 順について昇順で並べ替えます。 

アイテムタイプ(降順) アイテムタイプの ID 順について降順で並べ替えます。 

WEKOID(昇順) アイテムごとに発行された ID 順に昇順で並べ替えます。 

WEKOID(降順) アイテムごとに発行された ID 順に降順で並べ替えます。 

更新日時(昇順) アイテムの更新日時について昇順で並べ替えます。 

更新日時(降順) アイテムの更新日時について降順で並べ替えます。 

作成日時(昇順) アイテムの作成日時について昇順で並べ替えます。 

作成日時(降順) アイテムの作成日時について降順で並べ替えます。 

査読日時(昇順) アイテムの査読日時について昇順で並べ替えます。 

査読日時(降順) アイテムの査読日時について降順で並べ替えます。 

出版年(昇順) アイテムの下記 junii2 マッピングであるメタデータの年月日につい

て昇順で並べ替えます。 

• dateofissued 

• dateofgranted 

両方のメタデータを持つアイテムは、「dateofissued」のメタデータを

利用します。 

該当するメタデータを持たないアイテムは発行された ID 順に昇順

で並べ替えます。  

マッピングについてはアイテムタイプ管理(OAH-PMH マップ)をご

覧ください。 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_mapping.html
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表示順 内容 

出版年(降順) アイテムの下記 junii2 マッピングであるメタデータの年月日につい

て降順で並べ替えます。 

• dateofissued 

• dateofgranted 

両方のメタデータを持つアイテムは、「dateofissued」のメタデータを

利用します。 

該当するメタデータを持たないアイテムは発行された ID 順に降順

で並べ替えます。  

マッピングについてはアイテムタイプ管理(OAH-PMH マップ)をご

覧ください。 

 

■リスト表示数の変更 

1 ページあたりのアイテム表示数を下記の項目から選択し、変更することができます。 

表示数は 20, 50, 75, 100 の 4 種類から選択できます。 

 

3.1.1.6.2.6. ページ切り替え 

をクリックするとアイテムリストの次ページが表示されます。 

をクリックするとアイテムリストの前ページが表示されます。 

ページ番号をクリックすると指定したページが表示されます。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_mapping.html
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3.1.2. アイテム詳細 
アイテムリストやランキングに表示されたアイテムタイトルをクリックすると、アイテム詳細画面が

表示されます。 

登録されたアイテムの詳細情報を閲覧できます。

 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#item_list
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/ranking.html
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3.1.2.1. メタデータ出力 
表示中アイテムのメタデータを OAI-PMH 形式, BIBTEX 形式, SWRC 形式で表示することができ

ます。 

また、WEKO インポート形式によるアイテムのエクスポートや詳細画面を印刷することができま

す。 

 

[OAI-PMH] 

をクリックすると別ウインドウが開き、メタデータが OAI-PMH 形式で表示されます。 

[BIBTEX] 

をクリックすると別ウインドウが開き、メタデータが BIBTEX 形式で表示されます。 

[SWRC] 

をクリックすると別ウインドウが開き、メタデータが SWRC 形式で表示されます。 

[エクスポート] 

をクリックするとファイル保存ダイアログが起動し、WEKO インポート形式のファイルを

ダウンロードすることができます。 

[印刷] 

をクリックすると、アイテム詳細の画面を印刷することができます。 
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【注意事項】 

• OAI-PMH, BIBTEX, SWRC の各形式による表示を行うにはアイテムタイプおよびメタデー

タのマッピング設定がされている必要があります。 

マッピング設定についてはアイテムタイプ管理(OAH-PMH マップ)をご覧ください。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_mapping.html
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3.1.2.2. ファイルダウンロード 
ファイルアイコンまたはファイル名のリンクをクリックするとファイル保存ダイアログが起動し、添付

ファイルをダウンロードすることができます。 

また、アイテム詳細画面にファイル毎のダウンロード回数が表示されます。 

30 秒以内に同一ユーザが同一ファイルをダウンロードしても 1 回とカウントされます。 

ユーザー権限ごとのファイルダウンロード可否は下記のようになっております。 

ユーザー権限 属性 公開状態 ダウンロード可否 

ゲスト ファイル オープンアクセス ○ 

公開日前 × 

課金ファイル オープンアクセス ○ 

公開日前 × 

登録ユーザー ファイル オープンアクセス ○ 

公開日前 ○ 

課金ファイル オープンアクセス ○ 

公開日前(価格有) ○ 

公開日前(価格無) × 

管理者 ファイル オープンアクセス ○ 

公開日前 ○ 

課金ファイル オープンアクセス ○ 

公開日前(価格有) ○ 

公開日前(価格無) ○ 
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3.1.2.3. マルチメディアコンテンツ表示 
ファイルの表示形式が Flash 表示であれば、動画ファイル、Flash ファイル、音楽ファイルのコンテ

ンツおよびファイル毎の再生回数を表示できます。 
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■動画ファイルのコンテンツ表示 

再生ボタンを押下することで、動画を再生することができます。自動再生には対応していません。 

再生ボタンを押下すると、再生回数が 1 回増えます。 

画面をリロードするまでは何度再生ボタンを押下しても 1 回とカウントされます。 

また、30 秒以内に同一ユーザが画面をリロードし、再生ボタンを押下した場合でも 1 回とカウント

されます。 

 

対応形式：ASF, AVI, Matroska, NUT, FLV, WAV, QuickTime, 3GPP, 

MPEG(mp4), SMAF(MMF), OpenMG, TwinVQ, Ogg/FLAC, 

Monkey's Audio, WavPack, TTA 
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■Flash ファイルのコンテンツ表示 

画面表示時に自動再生され、再生回数が 1 回増えます。 

30 秒以内に同一ユーザが画面を再度表示し、自動再生した場合、1 回とカウントされます。 

 

対応形式：Flash 
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■音楽ファイルのコンテンツ表示 

再生ボタンを押下することで、音楽を再生することができます。自動再生には対応していません。 

再生ボタンを押下すると、再生回数が 1 回増えます。 

画面をリロードするまでは何度再生ボタンを押下しても 1 回とカウントされます。 

また、30 秒以内に同一ユーザが画面をリロードし、再生ボタンを押下した場合でも 1 回とカウント

されます。 

なお、画面表示時に自動再生はしません。 

 

対応形式：MP3 
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3.1.2.4. 更新履歴表示 
ファイルの更新履歴を表示することができます。 

更新履歴はファイルの差替えを行った際に作成されます。 

更新履歴を表示する場合は repository/config/define.inc.php の

_REPOSITORY_SHOW_FILE_UPDATE_HISTORY_LIST を true にする必要があります。 

なお、デフォルトは非表示となっています。 

 

 

更新履歴には、下記項目が表示されます。 

• バージョン 

• 更新日時 

• ファイル名 

• ユーザ名 

• 管理 

■バージョン 

ファイルのバージョンが表示されます。 

最新バージョンは「Current」と表示されます。 

 

■更新日時 

ファイルを差替えた日時が「YYYY-MM-DD hh:mm:ss」形式で表示されます。 

 

■ファイル名 

ダウンロード時のファイル名が表示されます。 

過去のファイルが保存されている場合、リンク形式で表示され、ファイルをダウンロードすることが
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できます。 

デフォルトではファイル差替え時に過去のファイルは保存されません。 

過去のファイルを保存する場合は、repository/config/define.inc.php の

_REPOSITORY_MANAGE_PHYSICAL_FILE_VERSION を true にする必要があります。 

 

■ユーザ名 

ファイルを差替えたユーザのハンドル名が表示されます。 

本項目は WEKO 管理者およびアイテム登録者にのみ表示されます。 

 

■管理 

各バージョンのファイルの公開状況が表示されます。 

「公開」を選択している場合、全ユーザに表示されます。 

「非公開」を選択している場合、WEKO 管理者およびアイテム登録者にのみ表示されます。 

本項目は WEKO 管理者およびアイテム登録者にのみ表示されます。 
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3.1.2.5. 著者表示 
3.1.2.5.1. 著者名検索 

著者名のリンクをクリックすることで、「著者名検索」または「WEKO 著者 ID 検索」を行うことができ

ます。 

どちらの検索を実施するかは WEKO 管理画面にて設定することができます。 

検索の設定方法については WEKO 管理をご覧ください 

3.1.2.5.2. メールアドレス表示設定 
著者に登録したメールアドレスの非表示・表示を設定することができます。 

メールアドレスを表示する場合は repository/config/define.inc.php の

_REPOSITORY_SHOW_AUTHOR_MAIL_ADDRESS を true にする必要があります。 

なお、デフォルトは非表示となっています。 

3.1.2.5.3. 著者 ID 外部リンク 
管理画面で外部著者 ID の URL を設定している場合、外部著者 ID を押下することで、外部著者

ID に設定した URL へアクセスすることができます。 

外部著者 ID への URL 設定については WEKO 管理をご覧ください。 

 
  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#default_search_setting
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#author_id
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3.1.2.6. リンク表示 
メタデータ属性がリンクの場合、登録した表示名に登録した URL のリンクを付加できます。 

登録した URL の末尾が「.jpg」に完全一致する場合、画像を表示できます。 

登録した表示名が「iframe」で完全一致する場合、登録した URL を iframe で表示できます。 

画像の表示、iframe の表示をするには、repository/config/define.inc.php の

__REPOSITORY_SHOW_IMAGE_URL_OF_LINK を true にする必要があります。 

メタデータ属性についてはアイテムタイプ管理(作成/編集)をご覧ください。 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_metadata.html#itemtype_edit_metadata


48 

3.1.2.7. 利用統計表示 
アイテムの利用統計が閲覧出来ます。 

 

アイテム詳細画面の利用統計リンクをクリックすると、利用統計画面がポップアップで表示されま

す。 

 

指定した年月におけるアイテムの閲覧回数、ファイルごとのダウンロード回数、ファイルごとの再

生回数の統計は初期表示に上位 5 件が「ドメイン別」で表示されます。 

6 件目以降は ボタンおよび ボタンで表示/非表示を切り替えます。 

 

また、棒グラフは月別全体の統計を 100%とし、ドメイン別の統計をそれぞれの割合で示していま

す。 
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【注意事項】  

• ファイルが存在しないアイテムである場合、再生回数およびダウンロード回数の利用統計

は表示されません。 

•  表示形式が Flash 表示でない、かつ利用統計を表示している年月に一度も再生されて

いない場合、再生回数の利用統計は表示されません。 

• 利用統計の集計が行われている場合のみ「利用統計を見る」リンクが表示されます。 

利用統計の集計方法については WEKO 管理 データベース管理をご覧ください。 

• 管理画面で利用統計リンクを表示する設定にしている場合のみ「利用統計を見る」リンク

が表示されます。 

利用統計リンク表示の設定方法については WEKO 管理 利用統計リンク表示設定をご覧

ください。 

• 利用統計機能は月末締めで行われる集計結果を元にしているため、新規登録されてから

月が切り替わっていないアイテムの利用統計を表示できません。 

それらのアイテムについては以下のようなメッセージが表示されます。 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#run_DB
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#view_UsageStatistics_link
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3.1.2.8. サプリメンタルコンテンツ 
サプリメンタル WEKO(連携している外部の WEKO)に登録されているアイテムをサプリメンタルコン

テンツとして、アイテムにリンクを登録することができます。 

サプリメンタルコンテンツはアイテムタイプがメタデータ属性「サプリメンタルコンテンツ」を持つ場

合に利用することができます。 

 

3.1.2.8.1. サプリメンタルコンテンツ登録 
「サプリメンタルコンテンツ追加」ボタンをクリックするとポップアップが表示されます。 

サプリメンタルコンテンツの追加方法として、新規登録か既存登録かを選択します。 
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■新規登録 

サプリメンタルコンテンツの本体となるアイテムをサプリメンタル WEKO に登録します。 

サプリメンタル WEKO でのアイテムの登録方法はアイテム登録と同様です。 

 

 

サプリメンタル WEKO へのアイテム登録が完了すると、サプリメンタルコンテンツとして自動的に

登録されます。 

 

査読待の表示がある場合は他のユーザーに公開されていません。 

管理者の承認後に自動的に他のユーザーに公開されます。 

自身が登録したサプリメンタルコンテンツの公開状態はサプリメンタルコンテンツタブで確認できま

す。 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_entry.html
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/workflow_supple.html
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【注意事項】  

• サプリメンタル WEKO 上でアイテムを登録するには、サプリメンタル WEKO へ別途ログイ

ンする必要があります。 
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■既存登録 

サプリメンタル WEKO に登録されている既存のアイテムをサプリメンタルコンテンツとして登録しま

す。 

登録するアイテムのパーマリンク URL をテキストボックスに入力し、「登録」ボタンをクリックすると

パーマリンク先のアイテム情報を取得します。 

 

 

アイテムのパーマリンク URL はアイテム詳細画面に表示されています。 

 

 

アイテムの WEKO URL は、アイテムリスト画面内のアイテム名にカーソルを合わし、

右クリック→「リンクの URL をコピーで(A)」で取得できます。 
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アイテムの情報取得が正常に完了すると、サプリメンタルコンテンツとして登録されます。 

 

査読待の表示がある場合は他のユーザーに公開されていません。 

管理者の承認後に自動的に他のユーザーに公開されます。 

自身が登録したサプリメンタルコンテンツの公開状態はサプリメンタルコンテンツタブで確認できま

す。

 

【注意事項】  

パーマリンク URL が表示されていないアイテムをサプリメンタルコンテンツとして登録することはで

きません。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/workflow_supple.html
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3.1.2.8.2. サプリメンタルコンテンツ表示 
表示中のアイテムに登録されている公開中のサプリメンタルコンテンツが表示されます。 

また、自身が登録した査読待のサプリメンタルコンテンツも表示されます。 

 

ファイルアイコンをクリックするとファイル保存ダイアログが起動し、サプリメンタルコンテンツに添

付されているファイルをダウンロードできます。 

タイトルをクリックするとサプリメンタルコンテンツ本体のアイテム詳細画面にジャンプします。 

 

自身が登録したサプリメンタルコンテンツには「削除」ボタンが表示されます。 

「削除」ボタンをクリックすると、確認用のポップアップが表示されます。 

「OK」ボタンをクリックするとコンテンツ本体へのリンクが削除されます。 

 

【注意事項】  

• コンテンツ本体へのリンクのみの削除ではコンテンツ本体は削除されません。 

コンテンツ本体を削除する場合は、コンテンツ本体のアイテム詳細画面から削除を行う必

要があります。  
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3.1.2.9. アイテム編集 
アイテムの編集権限を持つ場合、「公開に変更」ボタンまたは「非公開に変更」ボタン、「編集」ボタ

ン、「削除」ボタンが表示されます。 

 

「公開に変更」ボタンをクリックすると、アイテムの状態が"公開"になり、他のユーザーが閲覧でき

るようになります。 

「非公開に変更」ボタンをクリックすると、アイテムの状態が"非公開"になり、閲覧権限を持つユー

ザーのみが閲覧できるようになります。 

 

「編集」ボタンをクリックすると、アイテムのメタデータの編集を行うことができます。 

アイテムの編集についてはアイテム登録をご覧ください。 

 

「削除」ボタンをクリックすると、確認用のポップアップが表示されます。 

「OK」ボタンをクリックするとアイテムを削除することができます 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_entry.html
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【注意事項】 

• DOI 付与済みアイテムを非公開に変更することはできません。 

• DOI 付与済みアイテムを削除することはできません。 
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3.1.2.10. 検索ワード表示機能 
アイテムがどのようなワードによって検索されているかを表示します。 

 

検索に使われたワードの上位 10 件を表示します。 

検索された回数に応じてワードの文字サイズが変化します。 

 

WEKO 管理画面より、表示・非表示の設定を行うことができます。 

設定については WEKO 管理をご覧ください。 

 

キーワードのリンクを押下する事で、全文検索が行えます。 

検索についてはキーワード検索をご覧ください。 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html
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3.1.3. ランキング 
「ランキング」タブをクリックするとランキング画面が表示されます。 

アイテムの閲覧回数やファイルのダウンロード回数、検索キーワードなどのランキングを閲覧でき

ます。 

各ランキングの および をクリックすると、4 位以下の表示/非表示を切り替えることができ

ます。 
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3.1.3.1. 最も閲覧されたアイテム 
公開中アイテムの閲覧回数によるランキングです。 

アイテムタイトルおよび閲覧回数と 1 位のアイテムのサムネイル画像が表示されます。 

アイテムタイトルを選択した場合は、そのアイテムの詳細画面を表示します。 

サムネイル画像を選択した場合は、ファイルのダウンロードが開始されます。 

 

 

3.1.3.2. 最もダウンロードされたアイテム 
ファイルのダウンロード回数によるランキングです。 

アイテムタイトルおよびダウンロード回数と 1 位のアイテムのサムネイル画像が表示されます。 

ファイル名を選択した場合は、そのファイルが含まれるアイテムの詳細画面を表示します。 

サムネイル画像を選択した場合は、ファイルのダウンロードが開始されます。 
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3.1.3.3. 最もアイテムを作成したユーザ 
ユーザごとのアイテム作成数によるランキングです。 

ユーザのハンドルと作成したアイテム数が表示されます。 

 

 

3.1.3.4. 最も検索されたキーワード 
キーワードごとの検索回数によるランキングです。 

検索されたキーワードおよび検索回数が表示されます。 

キーワードを選択 すると、そのキーワードの検索結果が表示されます。 
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3.1.3.5. 新着アイテム 
新たに登録されたアイテムが表示されます。 

アイテムタイトルおよび公開日時と最新のアイテムのサムネイル画像が表示されます。 

アイテムタイトルを選択した場合は、そのアイテムの詳細画面を表示します。 

サムネイル画像を選択した場合は、ファイルのダウンロードが開始されます。 
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3.2. 登録ユーザー 
3.2.1. アイテム登録 
「アイテム登録」タブを選択すると、アイテムタイプ選択画面が表示されます。 

WEKO 上で公開するアイテムの登録および編集を行うことができます。 

 

フロー画像の各画面名をクリックすると該当の画面にジャンプできます。 

ただし途中の画面で未入力の必須項目がある場合はその画面に遷移します。 
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3.2.1.1. アイテムタイプ選択 
登録するアイテムのアイテムタイプを選択します。 

 

デフォルトアイテムタイプおよび管理者が作成したアイテムタイプから選択できます。 

アイテムタイプ作成についてはアイテムタイプ管理（作成／編集）をご覧ください。 

 

「次へ」ボタンを押下すると、アイテムタイプがファイル属性を持つ場合はファイル選択画面が、持

たない場合はメタデータ入力画面が表示されます。 

 

 

【注意事項】  

• アイテム作成後は、そのアイテムのアイテムタイプは変更できません。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_metadata.html#itemtype_default
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_metadata.html
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_entry.html#file
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_entry.html#metadata
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3.2.1.2. ファイル選択 
3.2.1.2.1. ファイル登録 

アイテムに添付するファイルを登録します。 

 

「参照」ボタンを押下するとアップロードファイル選択ダイアログが表示されます。 

アップロードするローカルファイルを選択し、「保存」ボタンまたは「次へ」ボタンを押下するとファイ

ルが登録されます。 

複数のファイルが入力可能な場合は「More input row」ボタンを押下することでファイル入力行を

追加することができます。 

 

html5 が使用可能なブラウザではテキストボックスにドラッグ&ドロップすることで複数ファイルの登

録ができる。 

 



67 

「↑」ボタンおよび「↓」ボタンを押下すると、登録したファイルの順番を変更できます。 

登録ファイルを削除する場合は「削除」ボタンを押下します。 

 

「差替」ボタンを押下するとアップロードファイル選択ダイアログが表示されます。 

差替えを行うローカルファイルを選択し、「一時保存」ボタンまたは「次へ」ボタンを押下するとファ

イルが変更されます。 
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3.2.1.2.2. ライセンス設定 
ファイルの表示形式、本文へのリンク名、公開方法とライセンス表記の設定をします。  

 

■表示形式  

ファイルの表示形式は下記の 3 つから選択することができます。  

表示形式 表示内容 

詳細表示 本文へのリンク名、ファイルサイズ、ライセンスを表示します。  

簡易表示 本文へのリンク名のみを表示します。  

Flash 表示 
flash に変換された登録ファイル、本文へのリンク名、ファイルサイズ、ラ

イセンスを表示します。  
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【注意事項】  

• Flash の表示には PrefixID を取得している必要があります。  

PrefixID の取得方法は、WEKO 管理をご参照ください。 

• 「Flash 表示」を選択できるファイル形式は pdf、swf、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、

emf、wmf、bmp、png、gif、tiff、jpg、jp2、mp3、wav、avi、mpg、mpeg、flv です。 

• 「Flash 表示」選択時にファイルの flash 変換に失敗した場合は、詳細表示となります。 

• 動画ファイル、音楽ファイルも「Flash 表示」を選択できますが、「ffmpeg」の外部コマンドの

絶対パスを設定する必要があります。  

設定方法は、WEKO 管理をご参照ください。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#server_prefix
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#server_path
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■本文へのリンク名  

ファイルのリンク名を任意に設定することができます。  

未入力の場合は、ファイル名が自動で入力されます。  
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■ファイルの公開方法  

ファイルの公開方法は下記の 3 つから選択することができます。 

公開方法 内容 

オープンアクセス すべてのユーザーがダウンロード可能となります。 

オープンアクセス日を指定する 

ファイルの公開日を指定することができます。 

公開日が過ぎるまではログインしたユーザーのみダウンロ

ード可能となります。 

公開日を過ぎた場合はすべてのユーザーがダウンロード

可能となります。 

ログインユーザーのみ 

ログインユーザーのみがダウンロード可能となります。 

課金ファイルの場合は価格が設定されているグループの

ユーザーのみダウンロード可能となります。 
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■flash の公開方法  

ファイルの公開方法とは別に、flash の公開方法を設定することができます。  

flash の公開方法は下記の 3 つから選択することができます。  

公開方法 内容 

オープンアクセス すべてのユーザーが閲覧可能となります。 

オープンアクセス日を指定する 

flash の公開日を指定することができます。 

公開日が過ぎるまではログインしたユーザーのみ閲覧可

能となります。 

公開日を過ぎた場合はすべてのユーザーが閲覧可能とな

ります。 

ログインユーザーのみ 

ログインユーザーのみが閲覧可能となります。 

課金ファイルの場合は価格が設定されているグループの

ユーザーのみ閲覧可能となります。 

 

 

  



74 

■ライセンス  

ライセンスは Creative Commons のライセンス表記からいずれかを選択するか、自由に記述する

ことができます。 

 

  

http://creativecommons.org/international/jp/
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3.2.1.2.3. 権限設定 
メタデータ属性がファイルである場合はグループごとにダウンロード権限の設定をす

ることができます。 

権限が設定されていないグループのユーザーはファイルをダウンロードできません。 

 

「More input row」ボタンを押下すると権限を設定するグループを追加できます。 

「削除」ボタンを押下するとその行が削除されます。 

 

公開方法がオープンアクセスのファイルには権限は設定できません。 

オープンアクセス日が経過した場合は、すべてのユーザーがファイルをダウンロード

できます。 
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3.2.1.2.4. 課金設定 
メタデータ属性が課金ファイルである場合はグループごとに価格の設定をすることができます。 

価格が設定されていないグループのユーザーは課金ファイルをダウンロードできません。 

複数のグループに所属するユーザーには該当する価格の最低値が適用されます。 

 

「More input row」ボタンを押下すると価格を設定するグループを追加できます。 

「削除」ボタンを押下するとその行が削除されます。 

 

公開方法がオープンアクセスのファイルには価格は設定できません。 

オープンアクセス日が経過した場合は無料となり、すべてのユーザーがファイルをダウンロードで

きます。
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3.2.1.3. メタデータ入力 
3.2.1.3.1. 入力形式 

アイテムのメタデータを入力します。 

 

複数入力が可能な項目では「More input row」ボタンを押下することで入力欄の追加ができます。 

また、「↑」ボタンおよび「↓」ボタンでメタデータ表示位置の入れ替えができます。 

 

「*」が付いている項目は必須項目です。 

 

必須項目が入力されていない状態でもアイテム登録および編集は続行できますが、「登録中」の

状態になりアイテムは公開されません。 

なお、「登録中」状態のアイテムはワークフローの登録中から編集が可能です。 

また必須項目の設定はアイテムタイプメタデータ編集から編集が可能です。 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/workflow.html
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/workflow.html#entry
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_metadata.html#itemtype_metadata
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【注意事項】  

• 「タイトル」と「タイトル(英)」はどちらか一方のみ必須です。 
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3.2.1.3.2. 著者入力 
著者メタデータの入力をします。 

 

姓名(ヨミ)は氏名タイプに言語として「日本語」を選択する事で表示されます。 

設定方法はマッピング設定をご覧ください。 

 

入力できる著者メタデータは下記のとおりです。 

必須項目の設定はアイテムタイプメタデータ編集から編集が可能です。 

項目名 概要 

姓 姓を設定します。 

名 名を設定します。 

姓(ヨミ) 姓の読み仮名を設定します。 

名(ヨミ) 名の読み仮名を設定します。 

e-mail メールアドレスを設定します。 

著者 ID 
著者 ID を設定します。 

著者 ID の追加、削除方法は外部著者 ID Prefix 設定をご覧ください。 

 

「More input row」ボタンを押下することで入力欄の追加ができます。 

また、「↑」ボタンおよび「↓」ボタンでメタデータ表示位置の入れ替えができます。 

 

 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_mapping.html#mapping
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_metadata.html#itemtype_metadata
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#author_id
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■著者候補表示機能 

 入力情報から既存著者情報の候補がリストで表示されます。候補から著者情報を選択すると、

選択した著者情報が自動入力されます。 

 

■外部機関による自動入力 

 入力した著者 ID 情報から外部機関の著者情報を取得し、自動入力します。著者情報の外部機

関は CiNii, 研究者リゾルバー, KAKEN が利用できます 

 各機関で利用可能な著者 ID を入力し、「fill」ボタンを押下すると取得した著者情報が自動入力

されます。自動入力の対象は下記のとおりです 

機関名 検索用著者 ID 自動入力対象項目 

CiNii CiNii ID  姓、名、著者 ID(suffix)  

研究者リゾルバー 研究者リゾルバーID  姓、名、姓(ヨミ)、名(ヨミ)、著者 ID(suffix)  

KAKEN 科研費研究者番号  姓、名、姓(ヨミ)、名(ヨミ)、著者 ID(suffix)  

 

 

 

http://ci.nii.ac.jp/
http://rns.nii.ac.jp/;jsessionid=1305D370D75A62231B8BB5913F766672
http://kaken.nii.ac.jp/
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■著者情報クリア 

 「著者情報をクリア」ボタンを押下すると WEKO の持つ著者名典拠情報との連結を解除すること

ができます。 連結が解除されると、WEKO 著者 ID は「***」となります。 
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3.2.1.3.3. 空白文字列入力 
メタデータ入力時、「&EMPTY&」と入力すると、「空データ」を登録することができます。 

個別のメタデータで、登録順序に意味がある場合などに利用します。 

 

 

◆詳細画面 

 詳細画面では「空データ」は表示されません。 
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◆OAI-PMH 

 グルーピングに意味がある項目を出力する際に「空データ」を考慮してデータを出力します。 
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3.2.1.3.4. 著作権ポリシー表示 
書誌に定められた著作権ポリシーを表示する。 

著作権ポリシーは「雑誌名」をキーに学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ)、及び

SHERPA/RoMEO からポリシーを取得し、表示する。 

 

■雑誌名候補表示機能 

 入力情報から学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ)及び SHERPA/RoMEO から取得した

雑誌名の候補がリストで表示されます。 

候補から雑誌名を選択すると、選択した雑誌名が自動入力され、著作権ポリシーのポップアップ

が表示されます。  

 

 

 

■著作権ポリシーポップアップ 

雑誌名候補から選択した雑誌名の著作権ポリシーを表示します。 

  

http://scpj.tulips.tsukuba.ac.jp/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
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学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ) 

 学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ)の著作権ポリシーには下記５種類が存在する。  

■Green 

 査読前・査読後のどちらでもよい 

 

■Blue 

 査読後の論文のみ認める 

 

■Yellow 

 査読前の論文のみ認める 

 

□White 

 リポジトリへの保存を認めていない 

 

■Gray 

 検討中・非公開・無回答・その他 
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SHERPA/RoMEO 

 SHERPA/RoMEO の著作権ポリシーには下記５種類が存在する。  

 

■Green 

 査読前の論文、査読後の論文あるいは出版バージョン/PDF を保存することができる 

 

■Blue 

 査読後の論文あるいは出版バージョン/PDF を保存することができる 

 

■Yellow 

 査読前の論文を保存することができる 

 

□White 

 保存は正式に認められていない 

 

■Other 

 その他 
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3.2.1.3.5. メタデータ自動入力機能 
外部データベースから書誌情報を取得し該当項目に自動入力します。 

外部データベースは ISBN(Amazon), PubMed, CiNii, 医中誌, CrossRef が利用できます。 

各サイトで利用可能な書誌 ID を入力し、「取得」ボタンを押下すると書誌情報が取得されます。 

取得された書誌情報は、アイテムの対応項目および対応する junii2 マッピングが設定されたメタ

データ項目に自動入力されます。 

データベース名 書誌 ID 種別 取得元の XML タグ名 自動入力先の junii2 マッピング 

ISBN(Amazon) ISBN 

Title 
title 

jtitle 

Languages language 

Author creator 

NumberOfPages 
spage 

epage 

PublicationDate dateofissued 

Publisher publisher 

ISBN isbn 

PubMed PMID 

ArticleTitle title 

Language language 

DescriptorName subject 

Author creator 

AbstractText description 

Volume volume 

Issue issue 

Title jtitle 

MedlinePgn 
spage 

epage 

PubDate dateofissued 

ISSN issn 

ArticleId doi 

http://www.amazon.co.jp/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/
http://ci.nii.ac.jp/
http://search.jamas.or.jp/
http://www.crossref.org/
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データベース名 書誌 ID 種別 取得元の XML タグ名 自動入力先の junii2 マッピング 

CiNii NAID 

dc:title 
title 

alternative 

foaf:name creator 

foaf:Organization contributor 

dc:description description 

foaf:topic subject 

prism:publicationName jtitle 

prism:volume volume 

prism:number issue 

prism:startingPage spage 

prism:endingPage epage 

prism:pageRange 
spage 

epage 

prism:publicationDate dateofissued 

dc:publisher publisher 

prism:issn issn 

cinii:ncid ncid 

cinii:naid naid 

prism:doi doi 

医中誌 医中誌 ID 

dc:title 
title 

alternative 

dc:language language 

prism:keyword subject 

dc:creator creator 

dc:description description 

prism:publicationName jtitle 

prism:volume volume 

prism:number issue 

prism:startingPage spage 

prism:endingPage epage 

prism:pageRange 
spage 

epage 

prism:publicationDate dateofissued 

prism:issn issn 
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データベース名 書誌 ID 種別 取得元の XML タグ名 自動入力先の junii2 マッピング 

prism:eIssn issn 

dc:identifier ichushi 

CrossRef CrossRef 

article_title title 

author creator 

contributor 

(contributor_role 属性が

"editor","chair","translato

r") 

contributor 

contributor 

(contributor_role 属性が

"editor","chair","translato

r"以外) 

creator 

organization 

(contributor_role 属性が

"editor","chair","translato

r") 

contributor 

organization 

(contributor_role 属性が

"editor","chair","translato

r"以外) 

creator 

journal_title jtitle 

volume volume 

issue issue 

first_page spage 

last_page epage 

year dateofissued 

issn issn 

isbn isbn 

doi doi 
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WEKO から書誌情報を取得する場合、データベースにて「WEKO_ItemID」を選択し、アイテム ID を

入力後、「取得」ボタンを押下します。 

押下後、取得元と同一の junii2 マッピングが設定されたメタデータ項目に自動入力されます。 

 

【注意事項】  

• メタデータ自動入力機能を利用するにはメタデータのマッピング設定がされている必要が

あります。 

マッピング設定についてはアイテムタイプ管理(OAH-PMH マップ)をご覧ください。 

• 医中誌は、医中誌と連携ができる場合のみメタデータ自動入力の項目に表示されます。 

医中誌の連携については WEKO 管理 書誌情報簡単登録をご覧ください。 

• CrossRef は、CrossRef と連携ができる場合のみメタデータ自動入力の項目に表示されま

す。 

CrossRef の連携については WEKO 管理 書誌情報簡単登録をご覧ください。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_mapping.html
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#server_biblio
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#server_biblio
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3.2.1.3.6. 代理投稿機能 
NetCommons 上のユーザーを、編集中のアイテムの登録者として指定することができます。  

「ハンドル名」、「会員氏名」、「e-mail アドレス」からユーザーを特定します。  

 

各項目にユーザー情報を入力すると、入力情報に該当するユーザー情報がリストで表示されま

す。  

候補からユーザー情報を選択すると、選択したユーザー情報が自動入力されます。  

 

なお、本機能は WEKO の管理権限を持つユーザーのみ使用可能です。  
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3.2.1.3.7. フィードバックメール送信先設定機能 
WEKO に登録されている著者を、フィードバックメール送信先として指定することができます。  

「名」、「姓」、「名(ヨミ)」、「姓(ヨミ)」、「著者 ID」、「e-mail アドレス」から著者を特定します。  

 

各項目に著者情報を入力すると、下部のボックスに該当する著者情報がリストで表示されます。  

候補から著者情報を選択し、「追加」ボタンを押下すると、選択した著者情報がフィードバックメー

ル送信先に設定されます。  
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3.2.1.4. リンク設定 
3.2.1.4.1. インデックス指定 

アイテムが所属するインデックスを選択します。 

 

アイテムを所属させるインデックスにチェックを入れます。 

また、アイテムは同時に複数のインデックスに所属させることができます。 

 

なお、インデックス指定は必須項目です。 

未選択の状態で登録を終了した場合、アイテムは「登録中」の状態となり公開されません。 

 

【注意事項】 

• DOI 付与済みのアイテムの場合、少なくともひとつは公開かつ閲覧制限のないインデック

スに所属させる必要があります。 
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3.2.1.4.2. アイテム間リンク設定 
登録してあるアイテム同士を関連付けることができます。 

 

インデックスツリーのインデックス名をクリックすると、そのインデックスに所属するアイテムのリス

トが表示されます。 

 

検索結果に表示されたアイテムからリンクしたいアイテムの「↑」ボタンを選択すると、リンクが登録

されます。 

また、リンクしたアイテムとの詳細な関係性を設定することができます。 

選択可能な関係性は下記の 13 種類があります。 

 

表示名 内容 

relate to 関連する(詳細未設定) 

is version of 異版である 

has version 異版あり 

replaces 置換される 

is replaces by 置換する 

is required by 要件とされる 

requires 要件とする 

is part of 部分である 

has part 部分を持つ 

is referenced by 参照される 

references 参照する 

is format of 別フォーマットである 

has format 別フォーマットあり 
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「削除」ボタンを押下すると、そのアイテムとのリンクが解除されます。 
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また、キーワード検索でリンクさせるアイテムを検索することができます。 
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3.2.1.5. DOI 付与 
DOI 未付与、かつ DOI 取り下げ済みではないアイテムに対しては DOI を付与する事が可能で

す。 

アイテムに DOI を付与するには以下の DOI 付与条件をすべて満たしている必要があります。 

一度付与された DOI は変更ができません。また取り下げた DOI を再度付与することは出来ませ

んので DOI の取扱は十分注意して行ってください。 

3.2.1.5.1. 付与条件 

• WEKO 管理（サーバ設定）にて ID サーバー(http://id.nii.ac.jp/)の PrefixID が取得済みで

ある。 

• WEKO 管理（サーバ設定）にて「JaLC」または「CrossRef」または「DataCite」のいずれかの

Prefix 値が設定されている。 

• 「アイテムの査読・承認を行う」設定を OFF にしている。 

• アイテム公開方式を「承認後、自動的に公開にする」に設定している。 

• アイテムタイプに NII 資源タイプが設定されている。 

• アイテムタイプに DOI 付与に必要なメタデータ項目がすべて存在している。 

• 所属するインデックスが公開されている。 

• 所属するインデックスの閲覧権限が全ユーザーに許可されている。 

• <所属するインデックスのハーベストが許可(公開)されている。 

• 下記表の条件を満たすアイテムである。 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_entry.html#doi_conditions
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#server
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#server
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3.2.1.5.2. DOI 付与条件チェック 
下記の各画面上において、アイテムが DOI 付与条件を満たしているか否かについての詳細情報

を表示するためのリンク「DOI 付与条件チェック」を表示します。 

• ファイル選択画面 

• メタデータ入力画面 

• リンク設定画面 

• DOI 付与画面 

• 確認画面 
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リンクをクリックすると、その時点での DOI 付与条件チェック結果をポップアップ表示します。 

 

 

 

DOI 付与条件項目毎に DOI 付与条件を満たしているか否かのチェック結果を一覧表示します。 

• 緑ランプ ： チェック結果＝OK（DOI 付与条件を満たしている）の条件項目です。 

• 赤ランプ ： チェック結果＝NG(DOI 付与条件を満たしていない）条件項目です。項目に

より NG の原因を詳細表示する場合があります。 

DOI 付与条件詳細表示 

• 条件項目＜アイテムタイプに DOI 付与に必要なメタデータ項目がすべて存在している＞ 

チェック結果＝NG となった場合、junii2 マッピングで設定が不足している項目名を表示し

ます。 



102 

 

• 条件項目＜アイテムの DOI 付与に必要なメタデータがすべて登録されている。＞ 

付与する DOI の種別（JalC/CrossRef/DataCite)とアイテムタイプの組み合わせにより、

設定すべきメタデータの項目が異なっています。 

詳細情報表示ではそのステータスを表形式で表示します。 

 

  



103 

アイテムタイプ名：  登録中(編集中）アイテムのアイテムタイプ名を表示します。 

ステータス（表） ：  付与可能な DOI 種別毎にメタデータ設定ルールとステータスを表示します。 

【メタデータ設定ルール】の表記 

M ：登録必須のメタデータ項目です。 

1 ：メタデータが単数である必要があります。 

E ：メタデータ項目の言語属性が「英語」である必要があります。 

【ステータス】 

上記のメタデータ設定ルールに合致しない項目（チェック結果=NG）については背景色を赤で表示

します。 

メタデータ設定ルールに合致している項目は背景色は変更されません。 

DOI 付与済みアイテム 

DOI 付与済みアイテムの編集中も同様に「DOI 付与条件チェック」リンクが表示されます。 

ポップアップ表示の内容はアイテム登録時と同様です。 

DOI 取り下げアイテム 

DOI 取り下げ予定、DOI 取り下げ済みアイテムの編集中には「DOI 付与条件チェック」リンクは表

示されません。 

【注意事項】 

• 「DOI 付与条件チェック」リンクは、「一時保存」ボタン押下後にクリックしてください。 
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3.2.1.5.3. DOI を付与する 
付与条件を満たしている場合、DOI を一度だけ付与することができます。 

repository/config/define.inc.php の_REPOSITORY_WEKO_DOISUFFIX_FREE に応じて自動発番か

自由入力のいずれかで DOI を付与することができます。 

自動発番の場合は false に、自由入力の場合は true に設定する必要があります。 

 

自動発番 

自動発番では、ID サーバー(http://id.nii.ac.jp/)の Suffix と同一の DOI を付与します。  

 
自由入力 

自由入力では、下記の条件を満たしている入力値を DOI として付与します。 

• 半角数字 8 桁でない 

• 半角英数字または半角記号「_-.;()/」のみ入力されている 

• 「info:doi/[DOI の Prefix]/[入力値]」が 300 文字以内である 

• 他のアイテムで既に使用されている DOI ではない 

• 取り下げられた DOI ではない 

 
 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_entry.html#doi_auto_departure
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_entry.html#doi_free_input
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_entry.html#doi_auto_departure
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_entry.html#doi_free_input
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確認画面でアイテム登録を完了すると、DOI が付与されます。 

DOI が付与されると、詳細画面に DOI が表示されます 

 

 

【注意事項】 

• 誤って付与してしまった場合は取り下げを行ってください。 

• すでに DOI が発行されているものについては付与しないよう注意してください。 

  



106 

3.2.1.5.4. DOI を取り下げる 
付与した DOI は取り下げることができます。 

 

取り下げボタンを押下すると下記の画面が表示されます。 

「取り下げをキャンセルする」ボタンを押下することで、DOI 付与済みの状態に戻すことができま

す。

 

上記の画面の状態で確認画面でアイテム登録を完了すると、DOI が取り下げられます。 

再度 DOI 付与画面を表示すると、下記の画面が表示されます。 

 

【注意事項】 

• 一度 DOI の取り下げを行うと、二度と DOI 付与はできません。 

• 再度 DOI を付与する必要がある場合は、アイテムを新たに登録し直してください。 

• 一度取り下げた DOI と同じ値（Suffix 値）の DOI を他のアイテムに付与することは出来ま

せん 
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3.2.1.6. 確認 
入力したメタデータの内容を確認します。 

 

「決定」ボタンを押下するとアイテム登録が完了します。 

作成されたアイテムは、管理者の査読後に公開されます。 

 

作成されたアイテムの査読状況および公開状況はワークフローから確認することができます。 

 

【注意事項】  

• 必須項目が未入力の場合、アイテムは「登録中」の状態となります。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/workflow.html
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3.2.2. プライベートツリー編集 
「プライベートツリー編集」タブをクリックするとプライベートツリー編集画面が表示されます。 

プライベートツリーの新規作成、編集、移動、削除を行うことができます。 
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3.2.2.1. 新規作成 
インデックスを新規作成します。 

「新規」をクリックするとルートプライベートツリー(インデックスツリー)直下に新規インデックスが作

成されます。 

 

任意のインデックスをクリックして選択し、「新規」をクリックすると任意のインデックス直下にインデ

ックスが新規作成されます。 
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3.2.2.1.1. 編集 
インデックスの情報を編集します。 

インデックスの情報を編集し、「送信」ボタンをクリックすると編集内容が反映されます。 

 

 

 

インデックスの情報は下記のとおりです。 

 

項目名 概要 

インデックス インデックス名を設定します。 

日本語：サイトの表示言語が日本語の時に表示されます。 

英語：サイトの表示言語が日本語以外の時に表示されます。 

コメント インデックスにコメントを設定します。 

コメントは「インデックスリスト」に表示されます。 

表示範囲 親インデックスに子インデックスの初回表示個数を設定することがで

きます。 
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項目名 概要 

RSS アイコン 「インデックスリスト」に表示する RSS アイコンの表示/非表示を設定

します。 

「表示する」にチェックがある場合、インデックスリストに「RSS アイコ

ン」が表示されます。 

検索結果表示形式 検索結果の表示形式を選択します。 

「一覧形式」 

 検索結果をアイテムの一覧で表示します。通常はこの形式で設定さ

れています。 

「目次形式」 

 検索結果を見出しの一覧で表示します。 

インデックス一覧 トップページのインデックス簡易アクセス UI への表示を設定します。 

「一覧表示名」、「一覧表示名(英語)」 

 インデックス簡易アクセス UI に表示させるインデックス名を設定す

ることができます。 

 未入力の場合はインデックス名が表示されます。 

OpenSearch URI インデックス検索結果表示用 URL。 

サムネイル インデックスのサムネイルを設定する。 

検索結果の表示形式が目次形式の場合にサムネイルが表示されま

す。 

また、検索結果の表示はインデックス検索結果画面をご参照下さい。 

 

【注意事項】  

• インデックスの英語名は必須入力です。 

• 編集内容は「送信」ボタンをクリックしない限り反映されません。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#index_Finding
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3.2.2.1.2. 移動 
インデックスのドラッグ&ドロップでインデックスを移動することができます。 

インデックスの移動では子インデックスも一緒に移動されます。 
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3.2.2.1.3. 削除 
インデックスを削除することができます。 

ルートプライベートツリーは削除することができません。 

任意のインデックスをクリックして選択し、「削除」をクリックすると任意のインデックスが削除されま

す。 

 

 

選択したインデックスに所属するアイテムまたは子インデックスが存在する場合、「削除」をクリック

すると所属アイテムおよび子インデックスの処理について確認画面が表示されます。 
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「すべて削除」を選択すると削除確認ダイアログが表示され、「OK」ボタンをクリックすると子インデ

ックスおよびアイテムがすべて削除されます。 
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「親インデックスへ移動」をクリックすると、所属アイテムおよび子インデックスが親インデックス以

下に移動されます。 

ただし、「親インデックスへ移動」は選択インデックスがルートインデックス直下の場合は表示され

ません。 
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3.2.3. ワークフロー 
「ワークフロー」タブをクリックするとワークフロー画面が表示されます。 

自身が登録したアイテムを閲覧することができます。 

 

 

3.2.3.1. 査読通知メール受信設定 
アイテムの査読通知メールの受信設定を変更することができます。 

「サプリメンタルコンテンツ査読結果通知メールを受信する」にチェックを入れると、自身が登録お

よび編集をしたアイテムの査読結果がメールで通知されます。 

 

 

【注意事項】  

• 査読通知メールは会員情報設定画面でメールアドレスを設定している場合のみ有効とな

ります。 
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3.2.3.2. 登録アイテム閲覧 
自身が登録したアイテムが状態別に表示されます。 

 

3.2.3.2.1. 登録中 
「登録中」タブをクリックすると、自身が登録したアイテムのうち、登録/編集中に中断したアイテム

および査読で却下されたアイテムが表示されます。 

却下されたアイテムである場合は却下理由が表示されます。 

 

 

表示アイテムの詳細閲覧方法などの操作については共通操作をご覧ください。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/workflow.html#operation
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3.2.3.2.2. 査読待 
「査読待」タブをクリックすると、自身が登録したアイテムのうち、管理者の査読待のアイテムが表

示されます。 

 

表示アイテムの詳細閲覧方法などの操作については共通操作をご覧ください。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/workflow.html#operation
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3.2.3.2.3. 承認済 
「承認済」タブをクリックすると、自身が登録したアイテムのうち、管理者の承認済のアイテムが表

示されます。 

 

 

「公開」ボタンおよび「非公開」ボタンでアイテムの公開状態を切りかえることができます。 

アイテムの状態が"公開"である場合は「非公開」ボタンをクリックすると"非公開"になります。 

アイテムの状態が"非公開"である場合は「公開」ボタンをクリックすると"公開"になります。 

 

表示アイテムの詳細閲覧方法などの操作については共通操作をご覧ください。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/workflow.html#operation
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3.2.3.2.4. 共通操作 
■アイテム詳細情報の閲覧 

アイテムのタイトルをクリックするとそのアイテムの詳細情報がポップアップで表示されます。 
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■アイテムの編集／削除 

「編集」ボタンをクリックすると、アイテムのメタデータの編集を行うことができます。 

アイテムの編集についてはアイテム登録をご覧ください。 

 

「削除」ボタンをクリックすると、確認用のポップアップが表示されます。 

「OK」ボタンをクリックするとアイテムを削除することができます。 

 

 

■ページ移動 

アイテムは 1 ページに 20 件ずつ表示されます。 

をクリックするとアイテムリストの次ページが表示されます。 

をクリックするとアイテムリストの前ページが表示されます。 

ページ番号をクリックすると指定したページが表示されます。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_entry.html
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3.2.4. サプリメンタルコンテンツ 
「サプリメンタルコンテンツ」タブをクリックするとサプリメンタルコンテンツ用ワークフロー画面が表

示されます。 

自身が登録したサプリメンタルコンテンツを閲覧することができます。 

 

3.2.4.1. サプリメンタルコンテンツ査読通知メール受信設定 
サプリメンタルコンテンツの査読通知メールの受信設定を変更することができます。 

「査読結果通知メールを受信する」にチェックを入れると、自身が登録および編集をしたサプリメン

タルコンテンツの査読結果がメールで通知されます。 

 

 

【注意事項】  

• サプリメンタルコンテンツ査読通知メールは会員情報設定画面でメールアドレスを設定し

ている場合のみ有効となります。 
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3.2.4.2. 登録サプリコンテンツ閲覧 
3.2.4.2.1. 登録中 

「登録中」タブをクリックすると、自身が登録したサプリメンタルコンテンツのうち、査読で却下され

たサプリメンタルコンテンツが表示されます。 

 

表示されたサプリメンタルコンテンツの詳細閲覧方法などの操作については共通操作をご覧くださ

い。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/workflow_supple.html#operation
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3.2.4.2.2. 査読待 
「査読待」タブをクリックすると、自身が登録したサプリメンタルコンテンツのうち、管理者の査読待

のサプリメンタルコンテンツが表示されます。 

 

表示されたサプリメンタルコンテンツの詳細閲覧方法などの操作については共通操作をご覧くださ

い。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/workflow_supple.html#operation
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3.2.4.2.3. 承認済 
「承認済」タブをクリックすると、自身が登録したサプリメンタルコンテンツのうち、管理者の承認済

のサプリメンタルコンテンツが表示されます。 

 

表示されたサプリメンタルコンテンツの詳細閲覧方法などの操作については共通操作をご覧くださ

い。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/workflow_supple.html#operation
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3.2.4.2.4. 共通操作 
■サプリメンタルコンテンツ詳細情報の閲覧 

サプリメンタルコンテンツのタイトルをクリックすると別ウインドウが開き、本体コンテンツのアイテ

ム詳細画面が表示されます。 
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■登録先アイテム詳細情報の閲覧 

登録先アイテムのタイトルをクリックすると、アイテムの詳細情報がポップアップで表示されます。 
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■サプリメンタルコンテンツの編集 

「編集」ボタンをクリックすると、サプリメンタルコンテンツのメタデータの編集を行うことができま

す。 

アイテムの編集についてはアイテム登録をご覧ください。 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_entry.html
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■サプリメンタルコンテンツの削除 

「削除」ボタンをクリックすると、サプリメンタルコンテンツの削除方法を選択するポップアップが表

示されます。 

 

「リンク削除」ボタンをクリックすると、登録されているコンテンツ本体へのリンクのみを削除するこ

とができます。 

「本体およびリンク削除」ボタンをクリックすると、、登録されているコンテンツ本体へのリンクが削

除することができます。 

 

  



131 

「本体およびリンク削除」ボタンをクリックした場合、別ウインドウが開き、サプリメンタルコンテンツ

本体の詳細画面が表示されます。 

「削除」ボタンをクリックし、確認ポップアップで「OK」ボタンをクリックすると、本体コンテンツを削除

することができます。 

 

【注意事項】  

• 本体コンテンツを削除するには別途サプリメンタル WEKO にログインする必要がありま

す。 

■ページ移動 

サプリメンタルコンテンツは 1 ページに 20 件ずつ表示されます。 

をクリックすると次ページが表示されます。 

をクリックすると前ページが表示されます。 

ページ番号をクリックすると指定したページが表示されます。 
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3.3. 管理者 
3.3.1. アイテムタイプ管理(作成／編集) 
「アイテムタイプ」タブをクリックするとアイテムタイプ管理画面が表示されます。 

アイテム登録に利用するアイテムタイプを作成または編集することができます。 
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3.3.1.1. デフォルトアイテムタイプ 
WEKO には 10 種類のアイテムタイプがデフォルトでインストールされています。 

デフォルトアイテムタイプ一覧は下記のとおりです。 

 

アイテムタイプ名 項目名 属性 オプション 

必須 複数

可否 

一覧

表示 

改行

指定 

非表

示 

学術雑誌論文 / 

Journal Article 

紀要論文 / 

Departmental 

Bulletin Paper 

会議発表論文 / 

Conference Paper 

一般雑誌記事 / 

Article 

その他 / Others 

 

（同様のメタデータ

構成を持つ 

アイテムタイプが 5

種類存在する） 

タイトル テキスト ○ × ○ ○ × 

タイトル(英) テキスト ○ × ○ ○ × 

言語 テキスト ○ × × × × 

公開日 日付 ○ × × × × 

キーワード テキスト × × × × × 

キーワード(英) テキスト × × × × × 

その他(別言語等)

のタイトル 
テキスト × ○ × × × 

著者 氏名 × ○ ○ ○ × 

著者（英） 氏名 × ○ × × × 

著者 ID テキスト × ○ × × × 

抄録 
テキストエ

リア 
× ○ × × × 

内容記述 
テキストエ

リア 
× ○ × × × 

書誌情報 書誌情報 × × ○ × × 

出版者 テキスト × ○ × × × 

ISSN テキスト × × × × × 

ISBN テキスト × ○ × × × 

書誌レコード ID テキスト × × × × × 

論文 ID(NAID) テキスト × × × × × 

PubMed 番号 テキスト × × × × × 

DOI テキスト × × × × × 

権利 テキスト × ○ × × × 

情報源 テキスト × ○ × × × 

関連サイト リンク × ○ × × × 

他の資源との関係 テキスト × ○ × × × 

フォーマット テキスト × ○ × × × 
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アイテムタイプ名 項目名 属性 オプション 

必須 複数

可否 

一覧

表示 

改行

指定 

非表

示 

著者版フラグ 
選択式(プ

ルダウン) 
× × × × × 

日本十進分類法 テキスト × ○ × × × 

コンテンツ本体 ファイル × ○ ○ ○ × 

見出し 見出し × × × × × 

会議発表用資料 / 

Presentation 

タイトル テキスト ○ × ○ ○ × 

タイトル(英) テキスト ○ × ○ ○ × 

言語 テキスト ○ × × × × 

公開日 日付 ○ × × × × 

キーワード テキスト × × × × × 

キーワード(英) テキスト × × × × × 

その他(別言語等)

のタイトル 
テキスト × ○ × × × 

著者 氏名 × ○ ○ ○ × 

著者（英） 氏名 × ○ × × × 

著者 ID テキスト × ○ × × × 

抄録 
テキストエ

リア 
× ○ × × × 

会議概要(会議名，

開催地，会期，主

催者等) 

テキスト × ○ ○ × × 

発表年月日 日付 × × × × × 

公開者 テキスト × ○ × × × 

権利 テキスト × ○ × × × 

情報源 テキスト × ○ × × × 

関連サイト リンク × ○ × × × 

他の資源との関係 テキスト × ○ × × × 

フォーマット テキスト × ○ × × × 

著者版フラグ 
選択式(プ

ルダウン) 
× × × × × 

日本十進分類法 テキスト × ○ × × × 

コンテンツ本体 ファイル × ○ ○ ○ × 
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アイテムタイプ名 項目名 属性 オプション 

必須 複数

可否 

一覧

表示 

改行

指定 

非表

示 

見出し 見出し × × × × × 

学位論文 / Thesis 

or Dissertation 

タイトル テキスト ○ × ○ ○ × 

タイトル(英) テキスト ○ × ○ ○ × 

言語 テキスト ○ × × × × 

公開日 日付 ○ × × × × 

キーワード テキスト × × × × × 

キーワード(英) テキスト × × × × × 

その他(別言語等)

のタイトル 
テキスト × ○ × × × 

著者 氏名 × ○ ○ ○ × 

著者（英） 氏名 × ○ × × × 

著者 ID テキスト × ○ × × × 

公開者 テキスト × ○ × × × 

寄与者 テキスト × ○ × × × 

抄録 
テキストエ

リア 
× ○ × × × 

学位名 テキスト × × ○ × × 

学位授与機関 テキスト × × ○ × × 

学位授与年度 テキスト × ○ ○ × × 

学位授与年月日 日付 × × × × × 

学位授与番号 テキスト × × ○ × × 

権利 テキスト × ○ × × × 

情報源 テキスト × ○ × × × 

関連サイト リンク × ○ × × × 

他の資源との関係 テキスト × ○ × × × 

フォーマット テキスト × ○ × × × 

著者版フラグ 
選択式(プ

ルダウン) 
× × × × × 

日本十進分類法 テキスト × ○ × × × 

コンテンツ本体 ファイル × ○ ○ ○ × 

見出し 見出し × × × × × 

タイトル テキスト ○ × ○ ○ × 



136 

アイテムタイプ名 項目名 属性 オプション 

必須 複数

可否 

一覧

表示 

改行

指定 

非表

示 

報告書 / 

Research Paper 

タイトル(英) テキスト ○ × ○ ○ × 

言語 テキスト ○ × × × × 

公開日 日付 ○ × × × × 

キーワード テキスト × × × × × 

キーワード(英) テキスト × × × × × 

その他（別言語等）

の研究課題名 
テキスト × ○ × × × 

研究代表者 氏名 × × ○ ○ × 

研究代表者別名 氏名 × × × × × 

研究代表者 ID テキスト × × × × × 

研究分担者 氏名 × ○ × × × 

研究分担者別名 氏名 × ○ × × × 

研究分担者 ID テキスト × ○ × × × 

報告年度 日付 × × ○ × × 

研究課題番号 テキスト × × ○ × × 

研究代表者番号 テキスト × × × × × 

研究機関 テキスト × × × × × 

助成元 テキスト × ○ × × × 

抄録 
テキストエ

リア 
× ○ × × × 

内容記述 
テキストエ

リア 
× ○ × × × 

権利 テキスト × ○ × × × 

情報源 テキスト × ○ × × × 

関連サイト リンク × ○ × × × 

他の資源との関係 テキスト × ○ × × × 

フォーマット テキスト × ○ × × × 

著者版フラグ 
選択式(プ

ルダウン) 
× × × × × 

日本十進分類法 テキスト × ○ × × × 

コンテンツ本体 ファイル × ○ ○ ○ × 

見出し 見出し × × × × × 
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アイテムタイプ名 項目名 属性 オプション 

必須 複数

可否 

一覧

表示 

改行

指定 

非表

示 

図書 / Book タイトル テキスト ○ × ○ ○ × 

タイトル(英) テキスト ○ × ○ ○ × 

言語 テキスト ○ × × × × 

公開日 日付 ○ × × × × 

キーワード テキスト × × × × × 

キーワード(英) テキスト × × × × × 

その他(別言語等)

のタイトル 
テキスト × ○ × × × 

著者 氏名 × ○ ○ ○ × 

著者（英） 氏名 × ○ × × × 

著者 ID テキスト × ○ × × × 

抄録 
テキストエ

リア 
× ○ × × × 

内容記述 
テキストエ

リア 
× ○ × × × 

出版者 テキスト × ○ × × × 

出版年月日 日付 × × ○ × × 

ISSN テキスト × × × × × 

ISBN テキスト × ○ × × × 

書誌レコード ID テキスト × × × × × 

権利 テキスト × ○ × × × 

情報源 テキスト × ○ × × × 

関連サイト リンク × ○ × × × 

他の資源との関係 テキスト × ○ × × × 

フォーマット テキスト × ○ × × × 

著者版フラグ 
選択式(プ

ルダウン) 
× × × × × 

日本十進分類法 テキスト × ○ × × × 

コンテンツ本体 ファイル × ○ ○ ○ × 

見出し 見出し × × × × × 

図書の一部 / 

Book 

タイトル テキスト ○ × ○ ○ × 

タイトル(英) テキスト ○ × ○ ○ × 



138 

アイテムタイプ名 項目名 属性 オプション 

必須 複数

可否 

一覧

表示 

改行

指定 

非表

示 

言語 テキスト ○ × × × × 

公開日 日付 ○ × × × × 

キーワード テキスト × × × × × 

キーワード(英) テキスト × × × × × 

その他(別言語等)

のタイトル 
テキスト × ○ × × × 

著者 氏名 × ○ ○ ○ × 

著者（英） 氏名 × ○ × × × 

著者 ID テキスト × ○ × × × 

抄録 
テキストエ

リア 
× ○ × × × 

内容記述 
テキストエ

リア 
× ○ × × × 

図書名 テキスト × × ○ × × 

出版者 テキスト × ○ × × × 

開始ページ テキスト × × ○ × × 

終了ページ テキスト × × ○ × × 

出版年月日 日付 × × ○ × × 

ISSN テキスト × × × × × 

ISBN テキスト × ○ × × × 

書誌レコード ID テキスト × × × × × 

権利 テキスト × ○ × × × 

情報源 テキスト × ○ × × × 

関連サイト リンク × ○ × × × 

他の資源との関係 テキスト × ○ × × × 

フォーマット テキスト × ○ × × × 

著者版フラグ 
選択式(プ

ルダウン) 
× × × × × 

日本十進分類法 テキスト × ○ × × × 

コンテンツ本体 ファイル × ○ ○ ○ × 

見出し 見出し × × × × × 
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3.3.1.2. アイテムタイプ作成 
アイテムタイプの作成・インポートを実施することができます。 

3.3.1.2.1. 新規作成 
アイテムタイプを新規に作成することができます。 

「新規作成」ボタンをクリックするとアイテムタイプ名入力欄が表示されます。 

アイテムタイプ名入力欄にアイテムタイプ名を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。 

「次へ」ボタンをクリックすると、アイテムタイプメタデータ編集画面が表示されます。 

アイテムタイプメタデータの編集方法についてはアイテムタイプメタデータ編集をご覧ください。 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_metadata.html#itemtype_metadata


140 

3.3.1.2.2. アイテムタイプインポート 
アイテムタイプを WEKO インポート形式のファイルからインポートすることができます。 

「インポート」ボタンをクリックするとインポートファイル指定欄が表示されます。 

「参照」ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログが表示されます。 

ファイル選択ダイアログからインポートファイルを選択し、「インポート」ボタンをクリックするとア

イテムタイプがインポートされ、インポート結果画面が表示されます。 

 

 

【注意事項】  

• WEKO インポート形式のファイルとは、アイテムタイプの情報が記述された

XML(import.xml)およびアイテムタイプアイコンファイルがまとめられた ZIP ファイルです。 

• メタデータ構成の異なる同名のアイテムタイプ名が存在した場合は、元のアイテムタイプ

名に自動的にサフィックスを付加し、「アイテムタイプ名_XX」としてインポートされます。 
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3.3.1.3. アイテムタイプ編集 
アイテムタイプの編集・削除を実施することができます 

3.3.1.3.1. 表示アイテムタイプ切り替え 
セレクトボックスに表示するアイテムタイプを切り替えることができます。 

「標準アイテムタイプ」を選択すると、アイテム登録に利用できるアイテムタイプが表示されま

す。 

「ハーベスト用アイテムタイプ」を選択すると、ハーベストのみで利用でき、アイテム登録では利

用できないアイテムタイプが表示されます。 

 

アイテムタイプにより、編集できる操作が下記の通り異なります。 

項目名 概要 

 標準アイテムタイプ ハーベスト用アイテムタイプ 

メタデータ編集 ○ ○ 

マッピング設定 ○ ○ 

エクスポート ○ ○ 

コピー ○ ○ 

削除 ○ × 

アイテムタイプ権限設定 ○ × 
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3.3.1.3.2. メタデータ編集 
指定したアイテムタイプのメタデータを編集することができます。 

セレクトボックスからアイテムタイプを選択し、「メタデータ編集」ボタンをクリックすると、アイテム

タイプメタデータ編集画面が表示されます。 

アイテムタイプメタデータの編集方法についてはアイテムタイプメタデータ編集をご覧ください。 

 

3.3.1.3.3. マッピング設定 
指定したアイテムタイプのマッピング設定を編集することができます。 

セレクトボックスからアイテムタイプを選択し、「マッピング設定」ボタンをクリックするとアイテム

タイプマッピング編集画面が表示されます。 

アイテムタイプマッピングの編集方法についてはアイテムタイプマッピング編集をご覧ください。 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_metadata.html#itemtype_metadata
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_mapping.html
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3.3.1.3.4. エクスポート 
指定したアイテムタイプを WEKO インポート形式でエクスポートすることができます。 

セレクトボックスからアイテムタイプを選択し、「エクスポート」ボタンをクリックするとファイル保存

ダイアログが起動し、WEKO インポート形式でアイテムタイプの情報をダウンロードできます。 

エクスポートした ZIP ファイルは、そのままアイテムタイプのインポートで使用することができま

す。 

 

【注意事項】 

• WEKO インポート形式のファイルとは、アイテムタイプの情報が記述された

XML(import.xml)およびアイテムタイプアイコンファイルがまとめられた ZIP ファイルです。 

• ハーベスト用アイテムタイプをエクスポートした ZIP ファイルをインポートした場合、標準ア

イテムタイプとして作成され、ハーベスト用アイテムとして作成されません。 
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3.3.1.3.5. コピー 
指定したアイテムタイプをコピーすることができます。 

セレクトボックスからアイテムタイプを選択し、「コピー」ボタンをクリックするとアイテムタイプがコ

ピーされます。 

 

 

 

【注意事項】  

• コピーされたアイテムタイプの名称はコピー元の名称に自動的にサフィックスを付加し、

「コピー元のアイテムタイプ名_XX」となります。 

• ハーベスト用アイテムタイプをコピーした場合、標準アイテムタイプとして作成され、ハー

ベスト用アイテムタイプとして作成できません。 
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3.3.1.3.6. 削除 
指定したアイテムタイプを削除することができます。 

セレクトボックスからアイテムタイプを選択し、「削除」ボタンをクリックすると削除確認画面が表

示され、「OK」ボタンをクリックするとアイテムタイプが削除されます。 
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削除対象のアイテムタイプに紐付くアイテムが存在する場合、アイテムタイプは削除できない旨

のエラーメッセージダイアログが表示されます。 

エラーメッセージダイアログ上の「アイテム削除へ」ボタンをクリックすると、アイテム管理画面の

一括削除タブに遷移することができます。 

一括削除については一括削除をご覧ください 

 

【注意事項】  

• 削除したアイテムタイプを使用してアイテムを新規作成することはできません。 

• ハーベスト用アイテムタイプを削除することはできません。 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_setting.html#listdelete
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3.3.1.3.7. アイテムタイプ権限設定 
指定したアイテムタイプの権限を設定する事が出来ます。 

テキストエリアからユーザー権限を選択肢、矢印ボタンで権限を変更し、「送信」ボタンをクリック

するとアイテムタイプの権限が設定されます 

 

 

【注意事項】  

• ハーベスト用アイテムタイプは権限を変更することはできません。 
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3.3.1.4. アイテムタイプメタデータ編集 
アイテムタイプのメタデータ属性を編集することができます。 

3.3.1.4.1. アイテムタイプ権限設定 
既存アイテムタイプに設定されているメタデータ属性をロードすることができます。 

セレクトボックスからアイテムタイプを選択し、「ロード」ボタンをクリックすると、選択したアイテム

タイプのメタデータ属性がロードされます。 

ロードを実行すると、編集中の項目はすべて上書きされます 
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【注意事項】 

• ロードはアイテムタイプ新規作成時のみ操作できます。 

アイテムタイプ編集時、「ロード」ボタンは表示されません。 
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3.3.1.4.2. アイテムタイプ名変更 
メタデータ属性編集画面では、アイテムタイプ名の変更も行うことができます。  

 

【注意事項】 

• ハーベスト用アイテムタイプはアイテムタイプ名を変更することはできません。 

  



151 

3.3.1.4.3. メタデータ項目名編集 
メタデータ属性名の設定をすることができます。  

 

多言語設定リンクを押下すると、多言語設定のポップアップが表示されます。 

表示されている言語のテキストボックスにその言語で表示する項目名を記述します。 

項目名のテキストボックスの入力内容とデフォルトのテキストボックスの入力内容は同じになり

ます。 
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3.3.1.4.4. メタデータ属性編集 
アイテムタイプのメタデータ属性を編集することができます。 

ただし、下記 6 つのメタデータ属性はアイテムの基本属性となるため変更、削除することはでき

ません。 

 

項目名 属性 
オプション 

必須 複数可否 一覧表示 改行指定 非表示 

タイトル テキスト ○ × ○ ○ × 

タイトル(英) テキスト ○ × ○ ○ × 

言語 テキスト ○ × × × × 

公開日 日付 ○ × × × × 

キーワード テキスト × × × × × 

キーワード(英) テキスト × × × × × 

「メタデータ追加」リンクをクリックすると、メタデータ属性入力欄が追加されます。 

「↑」または「↓」ボタンをクリックすると、メタデータ属性入力欄の表示位置が入れ替わります。 

「削除」ボタンをクリックすると、メタデータ属性入力欄が削除されます。 



153 
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セレクトボックスからメタデータ属性を選択します。 

メタデータ属性は下記の 12 種類があります。 

メタデータ属性に応じて、アイテム登録時の入力形式が決定されます。 

 

メタデータ

属性 

固定オプシ

ョン 
概要 アイテム登録時のサンプル 

テキスト  1 行テキスト入力  

テキスト

エリア 
 複数行テキスト入力 

 

リンク  URL リンク入力 表示名:  URL:   

チェックボ

ックス 
複数可 

複数選択(チェック

ボックス)入力 

aaa 

bbb 

ccc 

選択式(ラ

ジオ) 
複数不可 

単一選択(ラジオボ

タン)入力 

aaa 

bbb 

ccc 

選択式(プ

ルダウン) 
複数不可 

単一選択(プルダウ

ン)入力  
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メタデータ

属性 

固定オプシ

ョン 
概要 アイテム登録時のサンプル 

氏名  

姓、名、姓(ヨミ)、名

(ヨミ)、email 入力、

著者 ID 

姓:  名:  

姓(ヨ

ミ):  

名

(ヨ

ミ): 
 

e-

mail:  

著

者

ID: 

- - - Pr e f ix選 選  - - -

 

 

姓名(ヨミ)は氏名タイプに言語として「日本語」を

選択する事で表示されます。 

設定方法はマッピング設定をご覧ください。 

書誌情報 複数不可 

雑誌名、巻、号、ペ

ージ、発行年月日

入力 

雑誌名 :  

雑誌名(英) :  

巻 : , 号 : , ペ

ージ :  - ,  

発行年 : 年 月 

日  

日付  年、月、日入力 

年 月 

日  

ファイル 改行指定 ファイル入力 
 

課金ファ

イル 

複数不可 

改行指定 
ファイル入力 

 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_mapping.html#mapping
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メタデータ

属性 

固定オプシ

ョン 
概要 アイテム登録時のサンプル 

サムネイ

ル 
改行指定 

画像ファイル

(PNG,JPEG など)入

力 
 

サプリメン

タルコン

テンツ 

複数可 
サプリメンタルコン

テンツ登録 

サプリメンタルコンテンツの登録はアイテム登録

ではなく、アイテム詳細から行います。 

登録方法はサプリメンタルコンテンツの登録を

ご覧ください。 

見出し 複数不可 

大見出し、大見出し

（英語）、小見出し、

小見出し（英語） 

ツリー編集の検索結果表示形式から目次形式

を選択する事で表示されます。 

表示方法はインデックスの情報の編集をご覧く

ださい。  

 

アイテム属性タイプにチェックボックス、選択肢(ラジオ)、選択肢(プルダウン)のいずれかを選択し

た場合、選択肢入力欄が表示されます。 

選択肢入力欄に選択肢を「|」(半角パイプ)区切りで入力します。 

例：AAA|BBB|CCC  

 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_detail.html#supple
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/tree_edit.html#tree_edit
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チェックボックスにチェックを入れ、オプションを設定します。 

オプションのチェックボックスにチェックを入れると有効となり、チェックを外すと無効となります。 

オプションの詳細は下記の通りです。 

 

オプション 概要 

必須 アイテム登録時に*を表示し、必須入力メタデータとすることができます。 

必須メタデータが入力されていないアイテムは公開することができません。 

複数可 

アイテム登録時に を表示し、メタデータの複数入力を可能

にします。 

一覧表示 
インデックスサーチおよびキーワードサーチ結果表示にメタデータを表示する

ことができます。 

改行指定 
インデックスサーチおよびキーワードサーチ結果でのメタデータ表示後に改行

を行うことができます。 

非表示 

インデックス、キーワードサーチ結果およびアイテム詳細にメタデータの詳細

を表示しないようにできます。 

ただしアイテムエクスポートにより出力した情報には記載されます。 

また、アイテム登録者のみワークフローでの表示にて登録内容が灰色で表示

されます。 
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3.3.1.5. アイテムタイプアイコン登録 
アイテムタイプアイコンには画像ファイル(*.gif, *.jpg, *.png)を登録することができます。 

登録されたアイコンは「16×16 ピクセル」サイズに縮小され、アイテム情報の表示に利用されま

す。 

 

「参照」ボタンをクリックするとファイル選択ダイアログが表示されます。 

ファイル選択ダイアログから画像ファイルを指定し、「次へ」ボタンをクリックするとアイテムタイプ

メタデータ属性登録情報確認画面が表示されます。 

 

 

【注意事項】  

• アイテムタイプアイコンの登録は必須ではありません。 
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3.3.1.6. アイテムタイプメタデータ属性登録情報確認 
アイテムタイプのメタデータ属性登録情報を確認します。 

「決定」ボタンをクリックするとアイテムタイプが登録され、自動的にアイテムタイプ管理画面へ

移動します。 

 

【注意事項】  

• 新規作成したアイテムタイプには OAI-PMH マッピングが設定されていません。 

OAI-PMH マッピングの設定方法についてはアイテムタイプ管理(OAI-PMH マップ)をご覧

ください。  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_mapping.html
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3.3.2. アイテムタイプ管理(OAI-PMH マップ) 
アイテムタイプ管理画面のセレクトボックスからアイテムタイプを選択し、「マッピング設定」ボタン

をクリックするとアイテムタイプマッピング編集画面が表示されます。 

 

WEKO は OAI-PMH、 BIBTEX、 SWRC、 OAI-ORE などのメタデータ・ハーベスティング・プロト

コルを用い、メタデータを提供する機能を持っています。 

アイテムのメタデータとプロトコルのエレメントを結びつけるためには、各メタデータがどのような意

味を持つ情報であるかを把握する必要があります。 

アイテムタイプ OAI-PMH マップでは各メタデータ属性に Dublin Core、 junii2、 Learning Object 

Metadata、 LIDO、 SPASE の語彙との関連付けおよび言語を設定します。 

メタデータ提供機能ではアイテムタイプのマッピング情報に基づき、コンテンツメタデータを出力し

ます。 

Dublin Core および junii2、Learning Object Metadata、LIDO、SPASE の詳細仕様については各公

式サイトをご覧ください。 

  

http://www.openarchives.org/
http://www.bibtex.org/
http://ontoware.org/
http://www.openarchives.org/ore/
http://dublincore.org/
http://www.nii.ac.jp/irp/archive/system/junii2.html
http://standards.ieee.org/develop/wg/LOMWG12.html
http://standards.ieee.org/develop/wg/LOMWG12.html
http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/data-harvesting-and-interchange/what-is-lido/
http://www.spase-group.org/
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3.3.2.1. マッピング設定 
アイテムタイプに junii2 の NIItype を設定することができます。 

 

セレクトボックスから junii2 の NIItype を選択すると、NIItype が設定されます。 
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各メタデータ属性に Dublin Core および junii2、Learning Object Metadata、LIDO、SPASE の語彙

を関連付けることができます。 

Dublin Core 以外のマッピングはセレクトボックスで内容を切り替えることができます。 

セレクトボックスから Dublin Core または junii2、Learning Object Metadata、LIDO、SPASE の語彙

を選択すると、選択した語彙と関連付けされます。 

ただし、メタデータ属性が書誌情報の場合 Dublin Core、junii2、Learning Object Metadata および

LIDO の語彙が固定されており、変更や削除はできません。 

 

各メタデータ属性に言語情報を設定することができます。 

メタデータ属性に設定できる言語は下記の通りです。 

 

言語 概要 

指定なし メタデータに言語を設定しません 

日本語 メタデータの言語を「日本語」に設定します 

英語 メタデータの言語を「英語」に設定します 
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セレクトボックスから言語を選択すると、言語が設定されます。 

「次へ」ボタンをクリックすると、アイテムタイプマッピング設定確認画面が表示されます。 

ただし、メタデータ属性が「書誌情報」、「日付」、「ファイル」、「サムネイル」、「サプリメンタルコンテ

ンツ」の場合、言語が固定されており、変更や削除はできません。 

サイトの表示言語に応じたメタデータ表示に関する設定については WEKO カスタム 言語表示設

定をご覧ください。 

 

【注意事項】  

• アイテムタイプに NIItype が設定されていない場合、OAI-PMH(junii2)、SWRC は出力され

ません。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#view_language
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#view_language
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3.3.2.2. マッピング設定確認画面 
アイテムタイプのマッピング設定を確認することができます。 

「決定」ボタンをクリックするとアイテムタイプのマッピング設定が登録され、自動的にアイテムタイ

プ管理画面へ移動します。 
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3.3.2.3. アイテム基本情報およびデフォルトアイテムタイプ 
Dublin Core、junii2、Learning Object Metadata、LIDO、SPASE でのアイテム基本情報の語彙およ

びデフォルトアイテムタイプの各メタデータ項目の語彙は下記をご参照ください。 

• Dublin Core 

• junii2 

• Learning Object Metadata 

• LIDO 

• SPASE 

3.3.2.3.1. Dublin Core 
Dublin Core ではアイテムの基本情報を下記の語彙に関連付けており、変更や削除はできませ

ん。 

 

項目名 Dublin Core 表示言語 

タイトル title 日本語 

タイトル(英) title 英語 

言語 language 指定なし 

公開日 date 指定なし 

キーワード subject 日本語 

キーワード(英) subject 英語 

 

  

https://test.repo.nii.ac.jp/weko/help/ja/html/itemtype_mapping.html#dublin_core
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/itemtype_mapping.html#junii2
https://test.repo.nii.ac.jp/weko/help/ja/html/itemtype_mapping.html#lom
https://test.repo.nii.ac.jp/weko/help/ja/html/itemtype_mapping.html#lido
https://test.repo.nii.ac.jp/weko/help/ja/html/itemtype_mapping.html#spase
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Dublin Core ではデフォルトアイテムタイプの各メタデータ項目を下記の語彙に関連付けていま

す。 

また、各メタデータ項目の表示言語についても下記に記載します。 

 

アイテムタイプ名 項目名 Dublin Core 表示言語 

学術雑誌論文 / Journal 

Article 

紀要論文 / Departmental 

Bulletin Paper 

会議発表論文 / 

Conference Paper 

一般雑誌記事 / Article 

その他 / Others 

 

（同様のメタデータ構成を

持つ 

アイテムタイプが 5 種類存

在する） 

その他(別言語等)のタイトル title - 

著者 creator 日本語 

著者(英) - 英語 

著者 ID identifier - 

抄録 description - 

内容記述 description - 

書誌情報 

雑誌名 identifier 日本語 

雑誌名(英) identifier 英語 

巻 identifier - 

号 identifier - 

開始ページ identifier - 

終了ページ identifier - 

発行年 identifier - 

出版者 publisher - 

ISSN identifier - 

ISBN identifier - 

書誌レコード ID identifier - 

論文 ID(NAID) relationResour

ce 

- 

PubMed 番号 relationResour

ce 

- 

DOI relationResour

ce 

- 

権利 rights - 

情報源 source - 

関連サイト source - 

他の資源との関係 relationResour

ce 

- 

フォーマット format - 

著者版フラグ - - 
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アイテムタイプ名 項目名 Dublin Core 表示言語 

日本十進分類法 subject - 

コンテンツ本体 identifier - 

見出し - - 

会議発表用資料 / 

Presentation 

その他(別言語等)のタイトル title - 

著者 creator 日本語 

著者(英) - 英語 

著者 ID identifier - 

抄録 description - 

会議概要(会議名，開催地，会期，

主催者等) 

description - 

発表年月日 identifier - 

公開者 publisher - 

権利 rights - 

情報源 source - 

関連サイト source - 

他の資源との関係 relationResour

ce 

- 

フォーマット format - 

著者版フラグ - - 

日本十進分類法 subject - 

コンテンツ本体 identifier - 

見出し - - 

学位論文 / Thesis or 

Dissertation 

その他(別言語等)のタイトル title - 

著者 creator 日本語 

著者(英) - 英語 

著者 ID identifier - 

公開者 publisher - 

寄与者 contributor - 

抄録 description - 

学位名 description - 

学位授与機関 description - 

学位授与年度 description - 

学位授与年月日 date - 

学位授与番号 identifier - 
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アイテムタイプ名 項目名 Dublin Core 表示言語 

権利 rights - 

情報源 source - 

関連サイト source - 

他の資源との関係 relationResour

ce 

- 

フォーマット format - 

著者版フラグ - - 

日本十進分類法 subject - 

コンテンツ本体 identifier - 

見出し - - 

報告書 / Research Paper その他（別言語等）の研究課題名 title - 

研究代表者 creator - 

研究代表者別名 - - 

研究代表者 ID identifier - 

研究分担者 contributor 日本語 

研究分担者別名 contributor 英語 

研究分担者 ID identifier - 

報告年度 identifier - 

研究課題番号 identifier - 

研究代表者番号 identifier - 

研究機関 description - 

助成元 contributor - 

抄録 description - 

内容記述 description - 

権利 rights - 

情報源 source - 

関連サイト source - 

他の資源との関係 relationResour

ce 

- 

フォーマット format - 

著者版フラグ - - 

日本十進分類法 subject - 

コンテンツ本体 identifier - 

見出し - - 
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アイテムタイプ名 項目名 Dublin Core 表示言語 

図書 / Book その他(別言語等)のタイトル title - 

著者 creator 日本語 

著者(英) - 英語 

著者 ID identifier - 

抄録 description - 

内容記述 description - 

出版者 publisher - 

出版年月日 identifier - 

ISSN identifier - 

ISBN identifier - 

書誌レコード ID identifier - 

権利 rights - 

情報源 source - 

関連サイト source - 

他の資源との関係 relationResour

ce 

- 

フォーマット format - 

著者版フラグ - - 

日本十進分類法 subject - 

コンテンツ本体 identifier - 

見出し - - 

図書の一部 / Book その他(別言語等)のタイトル title - 

著者 creator 日本語 

著者(英) - 英語 

著者 ID identifier - 

抄録 description - 

内容記述 description - 

図書名 identifier - 

出版者 publisher - 

開始ページ identifier - 

終了ページ identifier - 

出版年月日 identifier - 

ISSN identifier - 

ISBN identifier - 
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アイテムタイプ名 項目名 Dublin Core 表示言語 

書誌レコード ID identifier - 

権利 rights - 

情報源 source - 

関連サイト source - 

他の資源との関係 relationResour

ce 

- 

フォーマット format - 

著者版フラグ - - 

日本十進分類法 subject - 

コンテンツ本体 identifier - 

見出し - - 
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3.3.2.3.2. junii2 
junii2 ではアイテムの基本情報を下記の語彙に関連付けており、変更や削除はできません。 

 

サイトの表示言語 属性 junii2 

日本語 タイトル title 

タイトル(英) alternative 

言語 language 

公開日 date 

キーワード subject 

キーワード(英) subject 

英語 タイトル alternative 

タイトル(英) title 

言語 language 

公開日 date 

キーワード subject 

キーワード(英) subject 

 

junii2 ではデフォルトアイテムタイプの各メタデータ項目を下記の語彙に関連付けています。 

 

アイテムタイプ名 項目名 junii2 

学術雑誌論文 / Journal 

Article 

紀要論文 / Departmental 

Bulletin Paper 

会議発表論文 / 

Conference Paper 

一般雑誌記事 / Article 

その他 / Others 

 

（同様のメタデータ構成を

持つ 

アイテムタイプが 5 種類存

在する） 

その他(別言語等)のタイトル alternative 

著者 creator 

著者(英) -  

著者 ID identifier 

抄録 description 

内容記述 description 

書誌情報 

雑誌名 jtitle 

雑誌名(英) jtitle 

巻 volume 

号 issue 

開始ページ spage 

終了ページ epage 

発行年 dateofissued 

出版者 publisher 



172 

アイテムタイプ名 項目名 junii2 

ISSN issn 

ISBN isbn 

書誌レコード ID NCID 

論文 ID(NAID) NAID 

PubMed 番号 pmid 

DOI doi 

権利 rights 

情報源 source 

関連サイト source 

他の資源との関係 relationResourc

e 

フォーマット format 

著者版フラグ textversion 

日本十進分類法 NDC 

コンテンツ本体 fullTextURL 

見出し - 

会議発表用資料 / 

Presentation 

その他(別言語等)のタイトル alternative 

著者 creator 

著者(英) - 

著者 ID identifier 

抄録 description 

会議概要(会議名，開催地，会期，主催者等) description 

発表年月日 dateofissued 

公開者 publisher 

権利 rights 

情報源 source 

関連サイト source 

他の資源との関係 relationResourc

e 

フォーマット format 

著者版フラグ textversion 

日本十進分類法 NDC 

コンテンツ本体 fullTextURL 

見出し - 
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アイテムタイプ名 項目名 junii2 

学位論文 / Thesis or 

Dissertation 

その他(別言語等)のタイトル alternative 

著者 creator 

著者(英) - 

著者 ID identifier 

公開者 publisher 

寄与者 contributor 

抄録 description 

学位名 degreename 

学位授与機関 grantor 

学位授与年度 description 

学位授与年月日 dateofgranted 

学位授与番号 grantid 

権利 rights 

情報源 source 

関連サイト source 

他の資源との関係 relationResourc

e 

フォーマット format 

著者版フラグ textversion 

日本十進分類法 NDC 

コンテンツ本体 fullTextURL 

見出し - 

報告書 / Research Paper その他（別言語等）の研究課題名 alternative 

研究代表者 creator 

研究代表者別名 - 

研究代表者 ID identifier 

研究分担者 contributor 

研究分担者別名 contributor 

研究分担者 ID identifier 

報告年度 dateofissued 

研究課題番号 identifier 

研究代表者番号 identifier 

研究機関 description 

助成元 contributor 
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アイテムタイプ名 項目名 junii2 

抄録 description 

内容記述 description 

権利 rights 

情報源 source 

関連サイト source 

他の資源との関係 relationResourc

e 

フォーマット format 

著者版フラグ textversion 

日本十進分類法 NDC 

コンテンツ本体 fullTextURL 

見出し - 

図書 / Book その他(別言語等)のタイトル alternative 

著者 creator 

著者(英) - 

著者 ID identifier 

抄録 description 

内容記述 description 

出版者 publisher 

出版年月日 dateofissued 

ISSN issn 

ISBN isbn 

書誌レコード ID NCID 

権利 rights 

情報源 source 

関連サイト source 

他の資源との関係 relationResourc

e 

フォーマット format 

著者版フラグ textversion 

日本十進分類法 NDC 

コンテンツ本体 fullTextURL 

見出し - 

図書の一部 / Book その他(別言語等)のタイトル alternative 
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アイテムタイプ名 項目名 junii2 

著者 creator 

著者(英) - 

著者 ID identifier 

抄録 description 

内容記述 description 

図書名 jtitle 

出版者 publisher 

開始ページ spage 

終了ページ epage 

出版年月日 dateofissued 

ISSN issn 

ISBN isbn 

書誌レコード ID NCID 

権利 rights 

情報源 source 

関連サイト source 

他の資源との関係 relationResourc

e 

フォーマット format 

著者版フラグ textversion 

日本十進分類法 NDC 

コンテンツ本体 fullTextURL 

見出し - 
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3.3.2.3.3. Learning Object Metadata 
Learning Object Metadata ではアイテムの基本情報を下記の語彙に関連付けており、変更や削

除はできません。 

なお、Learning Object Metadata ではサイトの表示言語により、出力されるエレメントに差異はあり

ません。 

 

属性 Learning Object Matadata 

タイトル generalTitle 

タイトル(英) generalTitle 

言語 generalLanguage 

公開日 lifeCycleContribute 

キーワード generalKeyword 

キーワード(英) generalKeyword 

 

Learning Object Metadata ではデフォルトアイテムタイプの各メタデータ項目を下記の語彙に関連

付けています。 

 

アイテムタイプ名 項目名 Learning Object Matadata 

学術雑誌論文 / 

Journal Article 

紀要論文 / 

Departmental 

Bulletin Paper 

会議発表論文 / 

Conference Paper 

一般雑誌記事 / 

Article 

その他 / Others 

 

（同様のメタデータ

構成を持つ 

アイテムタイプが 5

種類存在する） 

その他(別言語等)のタイトル - 

著者 lifeCycleContributeRoleAuthor 

著者(英) - 

著者 ID generalIdentifier 

抄録 generalDescription 

内容記述 generalDescription 

書誌情報 

雑誌名 generalIdentifier 

雑誌名(英) generalIdentifier 

巻 generalIdentifier 

号 generalIdentifier 

開始ページ generalIdentifier 

終了ページ generalIdentifier 

発行年 generalIdentifier 

出版者 lifeCycleContributeRolePublisher 

ISSN generalIdentifier 

ISBN generalIdentifier 

書誌レコード ID generalIdentifier 
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アイテムタイプ名 項目名 Learning Object Matadata 

論文 ID(NAID) relationResource 

PubMed 番号 relationResource 

DOI relationResource 

権利 rightsDescription 

情報源 relationIsBasedOn 

関連サイト relationIsBasedOn 

他の資源との関係 relationResource 

フォーマット technicalFormat 

著者版フラグ - 

日本十進分類法 generalKeyword 

コンテンツ本体 generalIdentifier 

見出し - 

会議発表用資料 / 

Presentation 

その他(別言語等)のタイトル - 

著者 lifeCycleContributeRoleAuthor 

著者(英) - 

著者 ID generalIdentifier 

抄録 generalDescription 

会議概要(会議名，開催地，会

期，主催者等) 

generalDescription 

発表年月日 generalIdentifier 

公開者 lifeCycleContributeRolePublisher 

権利 rightsDescription 

情報源 relationIsBasedOn 

関連サイト relationIsBasedOn 

他の資源との関係 relationResource 

フォーマット technicalFormat 

著者版フラグ - 

日本十進分類法 generalKeyword 

コンテンツ本体 generalIdentifier 

見出し - 

学位論文 / Thesis 

or Dissertation 

その他(別言語等)のタイトル - 

著者 lifeCycleContributeRoleAuthor 

著者(英) - 

著者 ID generalIdentifier 
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アイテムタイプ名 項目名 Learning Object Matadata 

公開者 lifeCycleContributeRolePublisher 

寄与者 lifeCycleContribute 

抄録 generalDescription 

学位名 generalDescription 

学位授与機関 generalDescription 

学位授与年度 generalDescription 

学位授与年月日 lifeCycleContributeDate 

学位授与番号 generalIdentifier 

権利 rightsDescription 

情報源 relationIsBasedOn 

関連サイト relationIsBasedOn 

他の資源との関係 relationResource 

フォーマット technicalFormat 

著者版フラグ - 

日本十進分類法 generalKeyword 

コンテンツ本体 generalIdentifier 

見出し - 

報告書 / Research 

Paper 

その他（別言語等）の研究課題

名 

- 

研究代表者 lifeCycleContributeRoleAuthor 

研究代表者別名 - 

研究代表者 ID generalIdentifier 

研究分担者 lifeCycleContribute 

研究分担者別名 lifeCycleContribute 

研究分担者 ID generalIdentifier 

報告年度 generalIdentifier 

研究課題番号 generalIdentifier 

研究代表者番号 generalIdentifier 

研究機関 generalDescription 

助成元 lifeCycleContribute 

抄録 generalDescription 

内容記述 generalDescription 

権利 rightsDescription 

情報源 relationIsBasedOn 
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アイテムタイプ名 項目名 Learning Object Matadata 

関連サイト relationIsBasedOn 

他の資源との関係 relationResource 

フォーマット technicalFormat 

著者版フラグ - 

日本十進分類法 generalKeyword 

コンテンツ本体 generalIdentifier 

見出し - 

図書 / Book その他(別言語等)のタイトル - 

著者 lifeCycleContributeRoleAuthor 

著者(英) - 

著者 ID generalIdentifier 

抄録 generalDescription 

内容記述 generalDescription 

出版者 lifeCycleContributeRolePublisher 

出版年月日 generalIdentifier 

ISSN generalIdentifier 

ISBN generalIdentifier 

書誌レコード ID generalIdentifier 

権利 rightsDescription 

情報源 relationIsBasedOn 

関連サイト relationIsBasedOn 

他の資源との関係 relationResource 

フォーマット technicalFormat 

著者版フラグ - 

日本十進分類法 generalKeyword 

コンテンツ本体 generalIdentifier 

見出し - 

図書の一部 / 

Book 

その他(別言語等)のタイトル - 

著者 lifeCycleContributeRoleAuthor 

著者(英) - 

著者 ID generalIdentifier 

抄録 generalDescription 

内容記述 generalDescription 

図書名 generalIdentifier 
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アイテムタイプ名 項目名 Learning Object Matadata 

出版者 lifeCycleContributeRolePublisher 

開始ページ generalIdentifier 

終了ページ generalIdentifier 

出版年月日 generalIdentifier 

ISSN generalIdentifier 

ISBN generalIdentifier 

書誌レコード ID generalIdentifier 

権利 rightsDescription 

情報源 relationIsBasedOn 

関連サイト relationIsBasedOn 

他の資源との関係 relationResource 

フォーマット technicalFormat 

著者版フラグ - 

日本十進分類法 generalKeyword 

コンテンツ本体 generalIdentifier 

見出し - 
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3.3.2.3.4. LIDO 
LIDO ではアイテムの基本情報を下記の語彙に関連付けており、変更や削除はできません。 

なお、LIDO ではサイトの表示言語により、出力されるエレメントに差異はありません。 

 

属性 LIDO 

タイトル titleWrap.titleSet.appellationValue 

タイトル(英) titleWrap.titleSet.appellationValue 

言語 未設定 

公開日 未設定 

キーワード subjectWrap.subjectSet.displaySubject 

キーワード(英) subjectWrap.subjectSet.displaySubject 

詳細画面への URL recordInfoSet.recordInfoLink 

 

LIDO はデフォルトアイテムタイプの各メタデータ項目に語彙を関連付けていません。 

3.3.2.3.5. SPASE 
SPASE ではアイテムの基本情報に語彙を関連付けておらず、変更や削除もできません。また、デ

フォルトアイテムタイプの各メタデータ項目に語彙を関連付けていません。 

  



182 

3.3.3. アイテム管理 
「アイテム管理」タブをクリックすると、アイテム管理画面が表示されます。 
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3.3.3.1. 表示順序設定 
インデックスに属するアイテムの表示順序を設定することができます。 

 

「表示順序設定」タブをクリックし、「インデックスツリー」から表示順序を設定するインデックスを選

択します。 

選択したインデックスの直下に配置されているアイテムの一覧が表示されます。 

 

 

「↑」または「↓」ボタンをクリックすると表示順序を変更・設定することができます。 
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【注意】 

 インデックス検索時に上記のカスタム順序で表示を行うためには、ソート順序を「カスタム」に設

定する必要があります。 

 インデックス検索時のソート条件は WEKO 管理画面 > 表示設定 > 検索結果表示設定 にて設

定が可能です。 

 こちらの変更もあわせて実施してください。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#view_search
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3.3.3.2. エンバーゴ一括設定 
インデックスに属するアイテムの「ファイル」属性にライセンスおよびエンバーゴを一括設定するこ

とができます。 

 

「エンバーゴ一括設定」タブをクリックし、「インデックスツリー」からライセンスを一括設定するイン

デックスを選択します。 

アイテムの「ファイル」属性に一括設定するライセンスを設定します。 

ライセンスの設定についてはアイテム登録 ライセンス設定をご覧ください。 

「サブインデックスにも適用する」にチェックが付いている場合、再帰的に子インデックスに所属す

るアイテムにもライセンスおよびエンバーゴが一括設定されます。 

「決定」ボタンをクリックすると、ライセンスおよびエンバーゴの一括設定が実行されます 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_entry.html#lisence
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3.3.3.3. 一括削除 
アイテムを一括削除することができます。 

一括削除する方法は下記の 3 種類が存在します。 

• キーワード検索から一括削除 

• アイテムタイプ検索から一括削除 

• インデックスから一括削除 

「一括削除」タブをクリックすると左側に下記項目が表示されます。 

• キーワード検索欄 

• アイテムタイプ検索欄 

• インデックスツリー 

 

【注意事項】 

• DOI 付与済みアイテムを削除することはできません。 

DOI 未付与または取り下げ済みのアイテムのみ一括削除できます。 
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3.3.3.3.1. キーワード検索から一括削除 
キーワード検索で条件に一致したアイテムを選択して一括削除することができます。 

 

「キーワード検索」と「全文検索」どちらかの検索方法を選択します。 

キーワードを入力して「検索」ボタンをクリックすると、検索条件に一致したアイテムの一覧が表示

されます。 
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3.3.3.3.2. アイテムタイプ検索から一括削除 
アイテムタイプ検索で条件に一致したアイテムを選択して一括削除することができます。 

プルダウンからアイテムタイプを選択し、「検索」ボタンをクリックすると、検索条件に一致したアイ

テムの一覧が表示されます。 
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3.3.3.3.3. 検索結果表示(キーワード検索／アイテムタイプ検索) 
「検索」ボタンをクリックすると 

• 検索されたアイテムの総件数 

• 検索条件に一致したアイテム（タイトル）一覧 

を表示します。 

検索結果が 100 件以上の場合、100 件ごとにページングを行います。 
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削除したいアイテムのチェックボックスを選択します。 

 ※表のヘッダーにあるチェックボックスにチェックを入れると表示されているチェック

ボックス全てが選択されます。 

「アイテムを削除」ボタンをクリックすると、アイテムの一括削除が実行されます 

 

一括削除を実行すると削除した件数が表示されます。 

削除後、検索条件に一致するアイテムがあれば表示されます。
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3.3.3.3.4. インデックスから一括削除 
インデックスに属するアイテムを一括削除することができます。 

 

「インデックスツリー」からアイテムを一括削除するインデックスを選択します。 

「サブインデックスのアイテムも削除する」にチェックが付いている場合、再帰的に子インデックス

に所属するアイテムも削除されます。 

「アイテムを削除」ボタンをクリックすると、アイテムの一括削除が実行されます。 
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3.3.3.4. DOI 一括付与 
インデックスに属するアイテムに一括で DOI を付与することができます。 

「DOI 一括付与」タブをクリックし、「インデックスツリー」から DOI 一括付与を行うインデックスを選

択します。 

選択したインデックスの直下に配置されているアイテムのうち、DOI を付与できるアイテムの一覧

が表示されます。 

DOI を付与したいアイテムのチェックボックスを ON にし、「DOI 付与」ボタンを押下すると DOI が

一括付与されます。 

 

 

 

すべてにチェックを入れる場合は、DOI 名下部のチェックボックスから実行することができます。 
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【注意事項】 

• DOI を自由入力で付与する設定の場合、「DOI 一括付与」タブは表示されません。 

自由入力については、アイテム登録をご覧ください。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/item_entry.html#doi_free_input
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3.3.4. ツリー編集 
「ツリー編集」タブをクリックするとツリー編集画面が表示されます。 

インデックスの新規作成、編集、移動、削除を行うことができます。 
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3.3.4.1. 新規作成 
インデックスを新規作成します。 

「新規」をクリックするとルート(インデックスツリー)直下に新規インデックスが作成されます。 

 

 

任意のインデックスをクリックして選択し、「新規」をクリックすると任意のインデックス直下にインデ

ックスが新規作成されます。 
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3.3.4.1.1. 編集 
インデックスの情報を編集します。 

インデックスの情報を編集し、「送信」ボタンをクリックすると編集内容が反映されます。 
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インデックスの情報は下記のとおりです。 

項目名 概要 

インデックス 

インデックス名を設定します。 

日本語：サイトの表示言語が日本語の時に表示されます。 

英語：サイトの表示言語が日本語以外の時に表示されます。 

コメント 

インデックスにコメントを設定します。 

コメントは下記項目で表示されます。 

• インデックス検索結果画面(目次形式) 

• 雑誌情報表示 

• インデックスリスト 

詳細はアイテム検索をご覧ください。 

 

■コメント内に以下の形式の文字列が含まれる場合 

• [[URL|表示名]]  ※|表示名は省略可能 

"表示名"をリンク形式で表示します。 

表示名を省略した場合、URL をそのままリンク形式で表示します。 

 

 

公開日 

インデックスの公開/非公開を設定します。 

「公開する」にチェックがある場合、インデックスの公開日を設定できます。 

「子インデックスの公開日にも再帰的に反映させる」にチェックがある場合、 

所属する子インデックスと子孫インデックスすべてに公開日の設定が再帰的に

設定されます。 

表示範囲 親インデックスに子インデックスの初回表示個数を設定することができます。 

RSS アイコ

ン 

「インデックスリスト」に表示する RSS アイコンの表示/非表示を設定します。 

「表示する」にチェックがある場合、インデックスリストに「RSS アイコン」が表示さ

れます。  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html
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項目名 概要 

PDF カバー

ページ 

PDF カバーページを作成する/しないを設定します。 

「作成する」にチェックがある場合、PDF カバーページが作成されます。 

「子インデックスの PDF カバーページにも再帰的に反映させる」にチェックがある

場合、 

所属する子インデックスと子孫インデックスすべてに PDF カバーページの設定

が再帰的に設定されます。 

ハーベスト

公開 
インデックスがハーベスト要求に対してデータの提供／非提供を設定します。 

ONLINE 

ISSN 

インデックスを一つの書籍として扱う設定をします。 

設定の変更は子インデックス全てに適応されます。 

検索結果表

示形式 

検索結果の表示形式を選択します。 

「一覧形式」 

 検索結果をアイテムの一覧で表示します。通常はこの形式で設定されていま

す。 

「目次形式」 

 検索結果を見出しの一覧で表示します。 

インデックス

リンク 

トップページのインデックスリンクへの表示を設定します。 

「一覧表示名」、「一覧表示名(英語)」 

 インデックスリンクに表示させるインデックス名を設定することができます。 

 未入力の場合はインデックス名が表示されます。 

閲覧権限 

インデックスの閲覧権限を設定することができます。 

「閲覧権限あり」に表示されている権限およびグループに所属しているユーザー

がそのインデックスを閲覧することができるようになります。 

 

■ベース権限 

 ユーザー情報のベース権限ごとの閲覧権限を設定します。 

■ルーム権限 

 WEKO が配置されたグループスペースの権限ごとの閲覧権限を設定します。 

■グループ 

 ユーザーが所属しているグループごとの閲覧権限を設定します。 
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項目名 概要 

投稿権限 

インデックスのアイテム投稿権限を設定することができます。 

「投稿権限あり」に表示されている権限またはグループに所属しているユーザー

がそのインデックスにアイテムを登録することができるようになります。 

 

■ベース権限 

 ユーザー情報のベース権限ごとの投稿権限を設定します。 

 「子インデックスのベース権限にも再帰的に反映させる」にチェックがある場

合、 

 所属する子インデックスと子孫インデックスすべてにベース権限の設定が再帰

的に設定されます。 

■ルーム権限 

 WEKO が配置されたグループスペースの権限ごとの投稿権限を設定します。 

 「子インデックスのルーム権限にも再帰的に反映させる」にチェックがある場

合、 

 所属する子インデックスと子孫インデックスすべてにルーム権限の設定が再帰

的に設定されます。 

■グループ 

 ユーザーが所属しているグループごとの投稿権限を設定します。 

 「子インデックスのグループにも再帰的に反映させる」にチェックがある場合、 

 所属する子インデックスと子孫インデックスすべてにグループの設定が再帰的

に設定されます。 

OpenSearch 

URI 
インデックス検索結果表示用 URL。 

サムネイル 

インデックスのサムネイルを設定する。 

検索結果の表示形式が目次形式の場合にサムネイルが表示されます。 

また、検索結果の表示はインデックス検索結果画面をご参照下さい。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#index_Finding
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【注意事項】  

• ルートインデックスを指定またはインデックスが未指定の場合、「インデックス編集」タブを

表示することはできません。 

• インデックスの英語名は必須入力です。 

• 編集内容は「送信」ボタンをクリックしない限り反映されません。 

• ベース権限を付加した使用者でも、所属するグループに投稿権限がない場合、投稿する

事ができません。 

投稿権限についての詳細は NetCommons のヘルプをご参照下さい。 

• DOI 付与済みアイテムが含まれている場合、インデックスを非公開にすることはできませ

ん。 

公開日を未来日に変更することはできます。 

• DOI 付与済みアイテムが含まれている場合、閲覧権限を制限することはできません。 

  

http://www.netcommons.org/nc20/nc20_manual/japanese/admin_manual/chapter3.html#3


201 

3.3.4.1.2. 移動 
インデックスのドラッグ&ドロップでインデックスを移動することができます。 

インデックスの移動では子インデックスも一緒に移動されます。 
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3.3.4.1.3. コピー 
コントロールキーを押下しながら、インデックスのドラッグ&ドロップでインデックスをコピーすること

ができます。 

インデックスのコピーでは設定および子インデックスも一緒にコピーされます。 

 

【注意事項】  

• インデックスに所属するアイテムはコピーされません。 
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3.3.4.1.4. 削除 
インデックスを削除することができます。 

任意のインデックスをクリックして選択し、「削除」をクリックすると任意のインデックスが削除されま

す。 

 

選択したインデックスに所属するアイテムまたは子インデックスが存在する場合、「削除」をクリック

すると所属アイテムおよび子インデックスの処理について確認画面が表示されます。 
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「すべて削除」を選択すると削除確認ダイアログが表示され、「OK」ボタンをクリックすると子インデ

ックスおよびアイテムがすべて削除されます。 
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「親インデックスへ移動」をクリックすると、所属アイテムおよび子インデックスが親インデックス以

下に移動されます。 

ただし、「親インデックスへ移動」は選択インデックスがルートインデックス直下の場合は表示され

ません。 

 

 

【注意事項】 

• ルートインデックスを指定またはインデックスが未指定の場合、「削除」をクリックすること

はできません。 

 

  



206 

3.3.4.1.5. 雑誌情報 
国立情報学研究所にて運用している Electronic Resources Database-JAPAN(以下、ERDB-JP)と

の連携機能です。 

ERDB-JP では登録された雑誌情報をポータルサイトへ提供し、各機関が刊行した学術文献への

アクセス増加を図っています。 

WEKO リポジトリに登録された雑誌情報を収集することで、ERDB-JP は多くの機関から学術文献

情報を得ることができ、WEKO リポジトリへのアクセス増加が期待できます。 

 

 

ツリー編集画面で「雑誌情報」タブをクリックすると雑誌情報編集画面が表示されます。 

インデックス毎の雑誌情報の編集、エクスポート時の出力設定を行うことができます。 
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雑誌情報を編集します。 

雑誌情報を編集し、「送信」ボタンをクリックすると編集内容が反映されます。 
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入力した雑誌情報を ERDB-JP で読込むための TSV ファイルを出力します。 

TSV ファイルは KBART2 拡張形式で記載されます。 

TSV ファイルには「出力する」を設定した全てのインデックスの雑誌情報が記載されています。 

 

 

【注意事項】 

• ルートインデックスを指定またはインデックスが未指定の場合、「雑誌情報」タブを表示す

ることはできません。 

 

  

https://erdb-jp.nii.ac.jp/
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3.3.5. 査読／承認 
「査読／承認」タブをクリックすると査読／承認画面が表示されます。 

登録されたアイテムおよびサプリメンタルコンテンツを査読し、承認および却下を行うことができま

す。 
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3.3.5.1. アイテム 
査読／承認画面の「アイテムタブ」をクリックすると、承認待のアイテムが表示されます。 

登録されたアイテムを査読し、承認および却下を行うことができます。 
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3.3.5.1.1. アイテム詳細情報の表示 
アイテムのタイトルをクリックするとそのアイテムの詳細情報がポップアップで表示されます。 
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3.3.5.1.2. アイテムの査読状態の変更 
各アイテムの査読状態を選択し、「決定」ボタンをクリックすると査読状態が変更されます。 

承認または却下が選択されたアイテムの登録者および編集者が査読結果通知メールを受信する

場合、自動でメールが送信されます。 

 

査読状態 内容 

承認待 承認待の状態を維持します 

承認 アイテムを承認し、公開できるようにします 

却下 アイテムを却下します 
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【注意事項】  

• 査読結果通知メールを送信するには NetCommons2 のシステム管理からメール設定が行

われている必要があります。 
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3.3.5.2. サプリメンタルコンテンツ 
登録されたサプリメンタルコンテンツを査読し、承認および却下を行うことができます。 

画面上には承認待のサプリメンタルコンテンツのみ表示されます。 

 

 

3.3.5.2.1. サプリメンタルコンテンツ詳細情報の表示 
サプリメンタルコンテンツのタイトルをクリックすると別ウインドウが開き、サプリメンタルコンテンツ

本体のアイテム詳細画面が表示されます。 
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また、登録先アイテムのタイトルをクリックするとそのアイテムの詳細情報がポップアップで表示さ

れます。 
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3.3.5.2.2. サプリメンタルコンテンツの査読状態の変更 
各コンテンツの査読状態を選択し、「決定」ボタンをクリックすると査読状態が変更されます。 

承認または却下が選択されたサプリメンタルコンテンツの登録者および編集者がサプリメンタルコ

ンテンツの査読結果通知メールを受信する場合、自動でメールが送信されます。 

 

査読状態 内容 

承認待 承認待の状態を維持します 

承認 サプリメンタルコンテンツを承認します 

却下 サプリメンタルコンテンツを却下します 

 

 

 

【注意事項】  

• サプリメンタルコンテンツの査読結果通知メールを送信するには NetCommons2 のシステ

ム管理からメール設定が行われている必要があります。 
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3.3.6. インポート 
「インポート」タブをクリックするとインポート画面が表示されます。 

WEKO インポート形式のファイルからアイテムを一括登録することができます。 

WEKO インポート形式のファイルとは、アイテムの情報が記述された XML(import.xml)およびアイ

テムのコンテンツファイルをまとめて圧縮した ZIP アーカイブです。 
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3.3.6.1. インポート 
「参照」ボタンをクリックするとローカルファイルを選択するファイル選択ダイアログが起動します。 

ファイル選択ダイアログから WEKO インポート形式のファイルを指定します。 

アイテムのインポート先をインデックスツリーで指定します。 

アイテムのインポート先は複数指定することも可能です。 

「インポート」ボタンをクリックすると、WEKO インポート形式ファイルの展開、パースが行われアイ

テムが一括インポートされます。 

 

 

3.3.6.2. インポート結果 
インポートされたアイテム名およびアイテムタイプ、インポート先のインデックス名が表示されま

す。 

 

【注意事項】  

• メタデータ構成の異なる同名のアイテムタイプ名が存在した場合、アイテムタイプ名に自

動的にサフィックスを付加し、「アイテムタイプ名_XX」としてインポートされる。 
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3.3.6.3. サプリメンタルコンテンツ登録 
WEKO インポート形式ファイル内のアイテム情報が記述された XML(import.xml)にサプリメンタルコ

ンテンツの情報が記述されていることでサプリメンタルコンテンツが登録できます。 
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3.3.7. レポート 
レポートの送信を行うことができます。 

• 運用レポート 

• サイトライセンス 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/log.html#usagestatistics
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/log.html#sitelicense
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3.3.7.1. 運用レポート 
「レポート」タブをクリックすると運用レポート画面が表示されます。 

ログの集計、解析を行い、その結果を表示またはダウンロードすることができます。 

管理画面にて除外対象に設定されているアドレスなどを除いて集計されます。 

また、30 秒以内に同一ユーザが同じ操作をした場合、集計から除外されます。  

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#run_log
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3.3.7.1.1. アイテム登録総数 
WEKO に登録されたアイテムの総数を表示します。 

登録アイテム総数、公開登録アイテム総数、非公開登録アイテム総数が表示されます。 

 

 

3.3.7.1.2. 定型レポート 
指定した期間の定型レポートを TSV(タブ区切りテキスト)形式でダウンロードすることができます。 

定型レポートは下記 12 種類です。 

 

ファイル名 ログ内容 

logReport_DetailView_Y

YYY-MM.tsv 

アイテム詳細画面のアクセス数を表示します 

また、各閲覧回数の内訳として 

• 未ログインユーザ 

• 非会員(NetCommons のグループに所属していないユーザ) 

• NetCommons の各グループに所属するユーザ 

毎の各閲覧回数を出力します  
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ファイル名 ログ内容 

logReport_FileDownloa

d_YYYY-MM.tsv 

ファイル毎のダウンロード回数を下記の分類順に出力します 

• オープンアクセス以外のファイルダウンロード回数 

• オープンアクセスのファイルダウンロード回数 

課金ファイルのダウンロード回数はこの TSV ファイルには出力しま

せん 

また、各ファイルダウンロード数の内訳として 

• 未ログインユーザ 

• ログインユーザ 

• サイトライセンス認可ユーザ 

• 管理者 

• アイテム登録者 

毎の各ダウンロード回数を出力します 

 

logReport_FileView_YY

YY-MM.tsv 

ファイル毎の再生回数を下記の分類順に出力します 

• オープンアクセス以外のファイル再生回数 

• オープンアクセスのファイル再生回数 

課金ファイルの再生回数はこの TSV ファイルには出力しま

せん 

また、各ファイル再生回数の内訳として 

• 未ログインユーザ 

• ログインユーザ 

• サイトライセンス認可ユーザ 

• 管理者 

• アイテム登録者 

毎の各再生回数を出力します 
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ファイル名 ログ内容 

logReport_FileDownloa

dPerUser_YYYY-

MM.tsv 

ユーザ別のファイルのダウンロード回数、再生回数を表示し

ます 

また、各ユーザの下記情報も表示します 

• ログイン ID 

• ハンドル名 

• 会員氏名 

• NetCommons の権限 

• 所属している NetCommons のグループ一覧 

 

logReport_HostAccess_

YYYY-MM.tsv 

ホスト別の WEKO トップページアクセス回数を表示します 

 

logReport_IndexAccess

_YYYY-MM.tsv 

各インデックスに所属するアイテムのアイテム詳細画面閲覧回数を

表示します 

インデックス名はツリー構造を¥区切りで表示します 
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ファイル名 ログ内容 

logReport_PayPerFileD

ownload_YYYY-MM.tsv 

課金およびオープンアクセスファイルのダウンロード数を表示します 

課金ファイル毎のダウンロード回数を下記の分類順に出力します 

• オープンアクセス以外の課金ファイルダウンロード回数 

• オープンアクセスの課金ファイルダウンロード回数 

また、各ファイルダウンロード回数の内訳として 

• 未ログインユーザ 

• 非会員(NetCommons のグループに所属していないユーザ) 

• NetCommons の各グループに所属するユーザ 

• 既に削除されたグループに所属するユーザ 

• サイトライセンス認可ユーザ 

• 管理者 

• アイテム登録者 

毎の各ダウンロード回数を出力します 

 

logReport_PayPerFileVi

ew_YYYY-MM.tsv 

課金ファイル毎の再生回数を下記の分類順に出力します 

• オープンアクセス以外の課金ファイル再生回数 

• オープンアクセスの課金ファイル再生回数 

また、各ファイル再生回数の内訳として 

• 未ログインユーザ 

• 非会員(NetCommons のグループに所属していないユーザ) 

• NetCommons の各グループに所属するユーザ 

• 既に削除されたグループに所属するユーザ 

• サイトライセンス認可ユーザ 

• 管理者 

• アイテム登録者 

毎の各再生回数を出力します 

 



227 

ファイル名 ログ内容 

logReport_SearchCount

_YYYY-MM.tsv 

各検索キーワードの検索回数を表示します 

下記にあたる詳細カテゴリーの検索キーワードのみを表示します 

• タイトル 

• 著者 OR 著者 ID 

• キーワード 

• 抄録・内容記述 

• 公開者 OR 著者 ID 

• 寄与者 OR 著者 ID 

• 雑誌名 

 

 

logReport_SiteAccess_

YYYY-MM.tsv 

サイトライセンスを設定しているホストまたはユーザとサイトライセン

ス以外からの下記アクセス回数を表示します 

• WEKO トップページ 

• キーワード検索 

• アイテム詳細画面 

• ファイルダウンロード 

• ファイル再生 
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ファイル名 ログ内容 

logReport_SuppleAcces

s_YYYY-MM.tsv 

サプリメンタルコンテンツ閲覧回数、ファイルダウンロード回数、ファイ

ル再生回数を表示します 

本レポートに記載されているサプリメンタルコンテンツの詳細画面閲

覧回数、ファイルダウンロード回数、ファイル再生回数はサプリ

WEKO でのアイテム詳細画面閲覧回数、ファイルダウンロード回数、

ファイル再生回数となります  

 

logReport_UserAffiliate_

YYYY-MM.tsv 

権限別の登録ユーザ数を表示します 

また、研究会(NetCommons のグループ)に所属しているユーザを表

示します  
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集計年月をセレクトボックスから指定し、「Download」リンクをクリックします。 

「Download」リンクをクリックするとファイル保存ダイアログが起動し、定形レポートをダウンロード

することができます。 

 

 

 

【注意事項】  

• 定型レポートでダウンロードできるファイルは、12 種類の TSV(タブ区切りテキスト)形式フ

ァイルを圧縮した ZIP アーカイブとなります。 
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3.3.7.1.3. 定型レポート メール送信 
指定した期間の定型レポートを登録したメールアドレスで受信することができます。 

 

定型レポートを受け取るメールアドレスを入力し、「決定」ボタンをクリックします。 

「>>定型レポートを送信する」ボタンをクリックすると登録したメールアドレスへ定型レポートが送信

されます。 

 

定期的にメールを受信する場合、 

図中の URL から[login_id]および[password]を WEKO 管理者のログイン情報に置き換えた上で、ク

ーロンから指定された URL へアクセスするように設定します。 
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3.3.7.1.4. カスタムレポート 
下記 3 種類のデータを指定した期間のログから集計することができます。 

また、集計データを「日」「週」「月」「年」「アイテム」「ホスト」ごとに区切ったヒストグラムで表示また

はダウンロードすることができます。 

 

名称 ログ内容 

アイテム登録数 期間中に登録されたアイテムの数 

ダウンロード回数 期間中にダウンロードされたアイテムの数 

閲覧回数 期間中に閲覧されたアイテムの数 

セレクトボックスから集計期間および集計単位を選択し、「表示」ボタンを押下すると集計対象デー

タのヒストグラムが表示されます。 

「印刷」ボタンを押下すると印刷プレビュー画面が別ウィンドウに表示されます。 
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セレクトボックスから集計期間および集計単位を選択し、「CSV」および「TSV」ボタンを押下すると

ファイル保存ダイアログが起動し、集計結果を CSV(カンマ区切りテキスト)または TSV(タブ区切り

テキスト)形式でダウンロードできます。 

 

ダウンロード回数および閲覧回数にて、単位に「ホスト」を指定して表示すると下記のようになりま

す 

解析から除外したいアクセスを選択することができます。 

 

 

【注意事項】 

解析から除外したいアクセスを設定した後、管理画面にてログ削除の実行を実施する必要があり

ます。 

実行方法については WEKO 管理をご覧ください。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#run_log
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#run_log


233 

3.3.7.1.5. ログ削除 
指定した期間のログを削除することができます。 

WEKO の可動年月から現在の一月前までのログを対象に指定する事ができます。 

 

3.3.7.2. サイトライセンス 
「サイトライセンス」タブをクリックするとサイトライセンス画面が表示されます。 

サイトライセンスユーザーによる操作ログの集計、解析を行い、その結果をフィードバックすること

ができます。 

管理画面にて除外対象に設定されているアイテムタイプを除いて集計されます。 

また、30 秒以内に同一ユーザが同じ操作をした場合、集計から除外されます。  

 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#run_license
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3.3.7.2.1. サイトライセンス利用統計フィードバックメール 
集計年月を選択し、選択したサイトライセンスユーザーへ利用統計フィードバックメールを送信し

ます。 

サイトライセンスユーザーは管理画面にて設定を行うことができます。 

 

定期的にメールを送信する場合、 

図中の URL から[login_id]および[password]を WEKO 管理者のログイン情報に置き換えた上で、ク

ーロンから指定された URL へアクセスするように設定します。 

 

 
  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#run_license
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3.3.7.2.2. サイトライセンス利用統計 
サイトライセンス利用統計フィードバックメールに添付された ZIP アーカイブを解凍すると、下記 4

種類の TSV(タブ区切りテキスト)形式ファイルを取得することができます。 

 

ファイル名 ログ内容 

FileDownloadReport_YYYY-

MM - YYYY-MM.tsv 

サイトライセンス認可ユーザが実施したファイルダウンロード回

数の統計を出力します 

オンライン ISSN を設定したインデックス毎にファイルダウンロ

ード回数を出力します 

ファイルダウンロード回数が 0 のインデックスであっても出力し

ます 

 

 

FileViewReport_YYYY-MM - 

YYYY-MM.tsv 

サイトライセンス認可ユーザが実施したファイル再生回数の統

計を出力します 

オンライン ISSN を設定したインデックス毎にファイル再生回数

を出力します 

ファイル再生回数が 0 のインデックスであっても出力します 

 

SearchReport_YYYY-MM - 

YYYY-MM.tsv 

サイトライセンス認可ユーザが実施したキーワード検索の統計

を出力します 
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ファイル名 ログ内容 

UsagestatisticsReport_YYYY-

MM - YYYY-MM.tsv 

サイトライセンス認可ユーザが実施した詳細画面閲覧回数、フ

ァイルダウンロード回数の統計を出力します 

オンライン ISSN を設定したインデックス毎に詳細画面閲覧回

数、ファイルダウンロード回数を出力します 

詳細画面閲覧回数、ファイルダウンロード回数共に 0 のインデ

ックスであっても出力します 

 

 

【注意事項】 

• 集計期間が 1 ヶ月である場合、ファイル名および集計年月の「YYYY-MM - YYYY-MM」

は「YYYY-MM」と表記されます。 

• 集計期間が 1 ヶ月である場合、各ファイルの合計列は出力されません。 
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3.3.8. WEKO 管理 
WEKO モジュールの表示、運用、サーバー設定を行うことができます。 

• 表示設定 

• 運用設定 

• サーバー設定 

3.3.8.1. 表示設定 
「表示設定」では下記 10 項目を設定することができます。 

• 初期表示設定 

• 言語表示設定 

• 通貨単位設定 

• インデックスリンク表示設定 

• ランキング管理 

• 検索設定 

• 詳細検索条件設定 

• 検索結果表示設定 

• アイコン表示設定 

• 利用統計リンク表示設定 

「管理」タブを選択し、「表示設定」タブを選択すると表示設定画面が表示されます。 

設定変更後は「適用」ボタンを押下し、変更を反映してください。 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#view
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#run
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#server
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#view_first_setting
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#view_language
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#view_unit_money
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#simple_list
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#view_ranking
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#default_search_setting
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#view_detail_search
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#view_search
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#view_icon
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#view_UsageStatistics_link
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3.3.8.1.1. 初期表示設定 
トップページの初期表示を設定することができます。 

設定する初期表示画面はトップページの右側となります。 
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初期表示画面設定 

セレクトボックスから「ランキングを表示する」を選択するとトップページの初期表示がランキングと

なります。 

セレクトボックスから「インデックス検索結果を表示する」を選択するとトップページの初期表示が

インデックス検索結果となります。 

 

初期表示画面設定 

初期表示画面設定で「インデックス検索結果を表示する」が選択されている場合、インデックスの

検索条件を設定することができます。 

セレクトボックスから「最も新しい公開アイテムの属するインデックス」を選択すると最も新しいアイ

テムが登録されたインデックスの検索結果が表示されます。 

セレクトボックスから「インデックス指定」を選択すると検索インデックス指定欄が表示され、指定さ

れたインデックスの検索結果が表示されます。 

検索インデックスを複数指定することはできません。 
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3.3.8.1.2. 言語表示設定 
 

言語選択表示設定 

言語選択欄の表示/非表示を設定することができます。 

セレクトボックスから「表示する」を選択すると、トップページに言語選択欄が表示されます。 

セレクトボックスから「表示しない」を選択すると、トップページの言語選択欄が非表示となります。 

 

 

他言語表示設定 

サイトの表示言語およびメタデータ属性の言語設定に応じてメタデータの表示/非表示を設定する

ことができます。 

 

 

下記は表示言語とメタデータ属性の言語設定によるメタデータの表示対応表です。 

 

チェック状態 
サイト表示言語 

メタデータ属性の言語設定 

日本語 英語 指定なし 日本語 英語 

チェックなし チェックなし 日本語 表示 表示 非表示 

英語 表示 非表示 表示 

チェックなし チェックあり 日本語 表示 表示 非表示 

英語 表示 表示 表示 

チェックあり チェックなし 日本語 表示 表示 表示 

英語 表示 非表示 表示 

チェックあり チェックあり 日本語 表示 表示 表示 

英語 表示 表示 表示 
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3.3.8.1.3. 通貨単位設定 
課金ファイルの価格表示に利用する通貨単位を設定することができます。 

セレクトボックスから選択した通貨単位が課金表示に使用されます。 

 

3.3.8.1.4. インデックスリンク表示 
トップページのインデックスリンク表示を設定することができます。 

設定するインデックスリンクはトップページの左側となります。  

 

【注意事項】  

• インデックスリンクに含めるインデックスは、ツリー編集から個別に設定する必要がありま

す。 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/tree_edit.html
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3.3.8.1.5. ランキング管理 
ランキングの集計方法、集計期間について設定することができます。 

 

 

各項目の概要は下記のとおりです。 

 

項目名 概要 

表示設定 

ランキングをリアルタイム集計するか DB 情報を利用するか設定する 

セレクトボックスから「リアルタイムに更新する」を選択すると、リアルタ

イムで集計したランキングが表示される 

セレクトボックスから「DB 保存情報を表示する」を選択すると、DB に登

録されているランキング情報を利用したランキングが表示される 

ランキング表示設定 

ランキングタブの表示／非表示を設定する 

「表示する」を選択すると WEKO のトップページにランキングタブが表示

される 

新規登録期間 登録アイテムを新着アイテムとして扱う期間を設定する 

統計期間 ランキングに集計するログの期間を設定する 

表示順位 ランキングに表示する順位を設定する  

表示項目 
表示するランキングを設定する 

チェックされているランキングが表示される 
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【注意事項】  

• DB に登録されているランキング情報を利用する場合、あらかじめランキングデータベー

スに情報が登録されている必要があります。 

• http://[サイト URL] /?action=repository_action_common_ranking?login_id=[管理者のログ

イン ID]& password=[管理者のログインパスワード]へアクセスするとランキングデータベ

ースが作成されます。 

• 新規登録期間に設定できる日数は「1 日」からとなります。 
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3.3.8.1.6. 検索設定 
デフォルト検索設定 

WEKO の簡易検索および詳細検索のデフォルトの検索タイプを「全文検索」または「キーワード検

索」のどちらかに設定することができます。 

 
 

下記のように設定した値がトップページの検索画面に反映されます。 

 

 

著者名検索 

著者名検索を著者の姓名で検索を実施する「著者名検索」、または WEKO で発番している著者ご

とのユニークな ID で検索を実施する「WEKO 著者 ID 検索」のどちらかに設定することができま

す。 

 

 

「著者名検索」による検索結果は、著者名検索をご覧ください。 

「WEKO 著者 ID 検索」による検索結果は、WEKO 著者 ID 検索をご覧ください。 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#author
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#author
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#wekoAuthorId
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3.3.8.1.7. 詳細検索条件設定 
使用可能な詳細検索条件およびデフォルトで表示する詳細検索条件について設定することがで

きます。 

なお、著者名 OR 著者 ID に関しては使用項目から外すことはできません。 
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3.3.8.1.8. 検索結果表示設定 
デフォルト検索条件および表示するソート条件について設定することができます。 

 

 

各項目の概要は下記のとおりです。 

 

項目名 概要 

デフォルト表示件数 セレクトボックスから検索結果のデフォルト表示件数を設定する 

インデックス検索 

デフォルトソート条件 

セレクトボックスからインデックス検索のデフォルトソート条件を

設定する 

キーワード検索 

デフォルトソート条件 

セレクトボックスからキーワード検索のデフォルトソート条件を

設定する 

一覧に表示するソート条件 

一覧に表示するソート条件を設定する 

セレクトボックスから「表示しない」リストにあるソート条件は、ト

ップページのソート条件選択欄に表示されません。 

セレクトボックスから「表示する」リストにあるソート条件は、トッ

プページのソート条件選択欄に表示されます。 
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3.3.8.1.9. アイコン表示設定 
トップページのヘルプアイコンと OAI-ORE アイコンの表示／非表示を設定することが

できます。 

 

 

どちらも「表示する」を選択した場合、トップページ画面は以下のようになります。 

 

  



249 

3.3.8.1.10. 利用統計リンク表示設定 
アイテム詳細画面に利用統計リンクを表示するかしないかを設定することができま

す。 

 

 

「表示する」を選択した場合、アイテム詳細画面は以下のようになります。 
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3.3.8.2. 運用設定 
「運用設定」では下記 12 項目を設定することが可能です。 

• アイテム管理 

• サプリメンタル WEKO 設定 

• 査読・承認 

• プライベートツリー設定 

• PDF カバーページ 

• ログ解析管理 

• サイトライセンス認可 

• データベース管理 

• ファイルクリーンアップ 

• 外部著者 ID Prefix 設定 

• フィードバック 

• 検索キーワード表示設定 

「管理」タブを選択し、「運用設定」タブを選択すると表示設定画面が表示されます。 

設定変更後は「適用」ボタンを押下し、変更を反映してください。 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#run_item_setting
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#run_supple
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#run_review
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#run_privatetree
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#run_pdfcoverpage
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#run_log
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#run_license
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#run_DB
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#file_clean
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#author_id
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#feedback
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#referer
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3.3.8.2.1. アイテム管理 
アイテムの一括エクスポートに登録ファイルを含めるかどうかを設定することができます。 

セレクトボックスから「ファイルを Export しない」を選択した場合、アイテムのエクスポートから登録

ファイルをダウンロードすることができません。 

セレクトボックスから「ファイルを Export する」を選択した場合、アイテムのエクスポートから登録フ

ァイルをダウンロードすることができるようになります。 

 

登録されたファイルのダウンロード形式を設定する事ができます。 

ダウンロード形式の詳細はアイテムリストの表示をご参照下さい。 

 

 

3.3.8.2.2. サプリメンタル WEKO 設定 
サプリ WEKO となるサイト URL を設定することができます。 

サプリメンタルコンテンツはこの URL のサイトに登録されたアイテムを利用します。 

 
  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/search.html#item_list
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3.3.8.2.3. 査読・承認 
アイテムの査読・承認について設定することができます。 

「査読承認実施」にチェックがある場合、登録されたアイテムまたはサプリメンタルコンテンツの査

読・承認を実施することができます。 

チェックがない場合、登録されたアイテムまたはサプリコンテンツが自動的に承認されます。 

「査読通知メールを送信する」にチェックがある場合、査読対象のアイテムまたはサプリメンタルコ

ンテンツが登録された際に査読通知メールが送信されます。 

査読通知メールの送信先は査読通知送信先設定欄に設定してください。 

「査読後のアイテム公開方式」セレクトボックスから承認されたアイテムを自動公開するか選択し

ます。 
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3.3.8.2.4. PDF カバーページ 
PDF カバーページについて設定することができます。 

登録した PDF にコンテンツデータからカバーページを追加出来るようになります。 

ヘッダーに文字列または、画像を表示出来ます。 

ヘッダーの表示位置を設定できます。 

 

ヘッダーに文字列を表示する場合  

 

 

 

ヘッダーに画像を表示する場合  

 

 

 

【注意事項】  

• ヘッダーには、文字列または画像のどちらかのみが設定出来ます。 

• ヘッダーに表示する画像の拡張子は、「jpg」,「png」,「gif」のみ使用可能です。 

• PDF カバーページの設定はサブインデックス以下には適用されません。 

• カバーページの作成はツリー編集で PDF カバーページの作成するにチェックを入れなけ

れば作成できません。 
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3.3.8.2.5. プライベートツリー設定 
プライベートツリーの作成について設定することができます。 

プライベートツリーはユーザーごとに作成されるインデックスで、ユーザー本人と管理者のみアイ

テムを投稿できます。 

プライベートツリー作成にチェックがある場合、プライベートツリーが自動で作成されます。 

プライベートツリーデフォルト表示順序でプライベートツリーの表示順序が設定できます。 

表示順序にはカスタムソート・インデックス名(昇順)・インデックス名(降順)があり、プライベートツリ

ー以外の通常のインデックスの下に指定した表示順序で表示されるようになります。 

登録インデックスでプライベートツリーの作成インデックスが設定できます。 

 

 

3.3.8.2.6. ログ解析管理 
■除外対象のログ削除 

除外対象アドレスおよび共用クローラーリストから、指定された IP アドレス、ユーザエージェントを

持つアクセスログを削除します。 

除外されるアクセスログは画面上で設定した IP アドレスおよび共用クローラーリストに 

記載されている IP アドレスを持つアクセスログと、共用クローラーリストに記載されている 

文字列に部分一致するユーザエージェントを持つアクセスログです。 

 

 

【注意事項】  

• アクセスログは物理削除となります 

• 設定後、設定された IP アドレスおよび共用クローラーリストにて指定された IP アドレスと

ユーザエージェントを持つアクセスはアクセスログに保存されなくなります 
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除外対象のログを削除している間はログ集計を実施できません。 

除外処理終了後、ログの集計が実施できるようになります。 

影響を受ける集計結果を下記に記載いたします。  

• ランキング 

• 利用統計 

• サイトライセンスフィードバックメール送信 

• 利用統計フィードバックメール送信 

• 定型レポート 

• カスタムレポート 

 

■除外対象アドレス 

ログ解析から除外する IP アドレスを指定することができます。 
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■共用クローラーリスト 

ログ解析から除外する IP アドレス、ユーザエージェントの部分一致キーワードリストを定義し、ネ

ットワークを介して取得、設定することができます。 

共用クローラーリストは NII から提供されます。 

表示されるバージョンなどは現在取り込んでいるクローラーリストの情報となります。 

 

 

【注意事項】  

• 共用クローラーリストを無効にしても削除されたアクセスログは復活しません 

• 有効に変更しログ削除実施後、指定された IP アドレスおよび共用クローラーリストにて指

定されている IP アドレスおよびユーザエージェントと部分一致するアクセスはログに保存

されなくなります 
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3.3.8.2.7. サイトライセンス認可 
サイトライセンスを認可する IP アドレスを設定することができます。 

サイトライセンスを認可された IP アドレスからのアクセスであれば、課金ファイルが無料でダウン

ロードできるようになります。 

また、サイトライセンスが認可されている IP アドレスからのアクセスであってもアイテムタイプごと

に無料ダウンロード対象から除外することが可能です。 

レポート画面にてサイトライセンスユーザーの利用状況をフィードバックする事が出来ます。 

 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/log.html#sitelicense
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3.3.8.2.8. データベース管理 
サイトマップ、ランキングデータベースの作成および更新、インデックス閲覧権限テーブル再構

成、検索テーブル再構成、利用統計ログ集計を行うことができます。  

 

 

■サイトマップ作成/更新  

サイトマップの作成および更新を行うことができます。  

クーロン設定用 URL は、サイトマップの作成および更新を実行するための URL です。  

 

【注意事項】  

• サイトマップの作成および更新には管理者権限が必要です。 
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■ランキングデータベース作成/更新  

ランキングデータベースの作成および更新を行うことができます。  

クーロン設定用 URL は、ランキングデータベースの作成および更新を実行するための URL で

す。  

 

【注意事項】  

• ランキングデータベースの作成および更新には管理者権限が必要です。 

• 作成および更新したランキングデータベースの表示設定は、ランキング管理をご参照くだ

さい。 

 

■インデックス閲覧権限テーブル再構成  

インデックス閲覧権限テーブル再構成を行うことができます。  

クーロン設定用 URL は、インデックス閲覧権限テーブル再構成を実行するための URL です。  

 

【注意事項】  

• インデックス閲覧権限テーブル再構成には管理者権限が必要です。 

  

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#view_ranking
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■検索テーブル再構成  

検索テーブル再構成を行うことができます。  

クーロン設定用 URL は、検索テーブル再構成を実行するための URL です。  

 

【注意事項】  

• 検索テーブル再構成には管理者権限が必要です。 

■利用統計ログ集計  

利用統計ログ集計を行うことができます。  

クーロン設定用 URL は、利用統計ログの集計を実行するための URL です。  

 

【注意事項】  

• 利用統計ログの集計には管理者権限が必要です。 
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3.3.8.2.9. ファイルクリーンアップ 
ランキングデータの削除およびゴミファイルの削除を行うことができます。  

 

 

■ランキングデータ クリア  

ランキングデータの削除を行うことができます。 

実行ボタンを押下するとゴミファイルを削除します。 

以前に実行した事がある場合、前回実行した日時が表示されます。 

 

 

■ファイルクリーンアップ  

ファイルのクリーンアップをすることができます。 

実行ボタンを押下するとゴミファイルを削除します。 

以前に実行した事がある場合、前回実行した日時が表示されます。 

クーロン設定用 URL は、ファイルのクリーンアップを実行するための URL です。 
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【注意事項】  

• ファイルクリーンアップには管理者権限が必要です。 

3.3.8.2.10. 外部著者 ID Prefix 設定 
外部著者 ID Prefix を設定することができます。 

 

■外部著者 ID の追加 

追加したい著者 ID を「名称」に、アクセス先の URL を「外部 Web ページ URL」に入力し、「追加」

ボタンを押下します。 

URL に「##」を入力することで、「##」に外部著者 ID を設定した URL を指定することができます。 
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■外部著者 ID の変更 

変更したい著者 ID を「名称」に、変更したい URL を「外部 Web ページ URL」に入力します。 

CiNii ID、研究者リゾルバーID、科研費研究番号については「外部 Web ページ URL」のみ変更す

ることができます。 

 

 

 

■外部著者 ID の削除 

削除したい著者 ID の「×」ボタンを押下します。 
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3.3.8.2.11. フィードバック 
著者へのフィードバックを設定することができます。 

 

アイテムの Contributor に対して月毎の利用統計をメールで送信することができます。 

また、メール送信除外対象者を設定することができます。  
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【フィードバックメールサンプル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From：〇〇機関リポジトリ管理者 

件名：[〇〇機関リポジトリ]2013-01 利用統計レポート 

本文： 

平成 太郎 様 

 

平成 太郎 様が登録したコンテンツの利用統計をお知らせいたします。 

 

このメールが不要な場合は、お手数ですが管理者までご連絡ください。 

 

統計月 : 2013-01 

 

---------------------------------------- 

[タイトル] : サンプルアイテム１ 

[URL] : https://test.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=1 

[閲覧回数] : (     0) 

[ファイル再生回数] :  

    sample1.avi (     0) 

    sample2.avi (     0) 

[ファイルダウンロード回数] :  

    sample1.avi (     0) 

    sample2.avi (     0) 

 

---------------------------------------- 

[タイトル] : サンプルアイテム２ 

[URL] : https://test.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=3 

[閲覧回数] : (  7241) 

[ファイル再生回数] :  

    sample3.avi (  2557) 

    sample4.avi (    11) 

[ファイルダウンロード回数] :  

    sample3.avi (  1384) 

    sample4.avi (     0) 
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【注意事項】  

• 「フィードバックメール送信機能設定」を無効にしている場合、メールは送付されません。 

• Contributor のユーザー情報にメールアドレスが登録されていない場合はメールは送付さ

れません。 

• 複数のアイテムの Contributor に対して、メールは 1 通のみ送付します。 

• 閲覧回数、ファイル再生回数、ファイルダウンロード回数がすべてゼロであるアイテムもメ

ールに記述します。 

 

  

---------------------------------------- 

【総合計】 

---------------------------------------- 

[アイテム総数]： (     2) 

[ファイル総数]： (     4) 

[閲覧回数合計]： (  7241) 

[ファイル再生回数合計] : (  2568) 

[ファイルダウンロード回数合計]： (  1384) 
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3.3.8.2.12. 検索キーワード表示設定 
検索キーワードのメタデータ設定をすることができます。 

 

 

■WEKO 検索キーワードメタデータ表示 

アイテム詳細画面での検索キーワードメタデータの表示・非表示を設定します。 

 

 

 

■リファラ解析ストップワード使用ルール 

キーワードの解析ルールを設定します。 

 

名称 概要 

ストップワードを使用しない ストップワードを使用しません。 

形態素解析を行わずストップ

ワードを使用する 

ストップワードに設定されている単語以外の検索ワードをメタ

データとして登録します。 

形態素解析を行いストップワ

ードを使用する 

ストップワードに設定されている単語以外の検索ワードをメタ

データとして登録します。 

検索ワードは形態素解析によって分割された後、ストップワー

ドを判定します。 

mecab のパス設定を行わないと使用できません。 

mecab の設定についてはサーバ環境をご覧ください。 

 

 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#server_path
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■ストップワード編集 

ストップワードとして扱う単語の設定を行います。 

設定変更後は「適用」ボタンを押下し、変更を反映してください。 

「デフォルトを設定」ボタンを押下する事によって、ストップワードを初期状態に戻すことができま

す。 

 

 

 

No 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

品詞 
未設

定 
動詞 

形容

詞 

形容動

詞 
名詞 

連体

詞 
副詞 

接続

詞 

感動

詞 

助動

詞 

 

■ストップワード更新 

現在のストップワードで検索ワードのメタデータを更新します。 

 

 

3.3.8.3. サーバー設定 
「サーバー設定」では下記 5 項目を設定することが可能です。 

• Prefix 設定 

• 書誌情報簡単登録 

• OAI-PMH 設定 

• ハーベスティング 

• サーバー環境 

「管理」タブを選択し、「サーバー設定」タブを選択すると表示設定画面が表示されます。 

設定変更後は「適用」ボタンを押下し、変更を反映してください。 

http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#server_prefix
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#server_biblio
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#server_OAIPMH
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#harvesting
http://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/setting.html#server_path
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3.3.8.3.1. Prefix 設定 
■PrefixID(JaLC DOI)  

JaLC DOI ハンドルサーバの PrefixID を設定することができます。 

JaLC DOI の Prefix 設定欄を表示するには、repository/config/define.inc.php の

_REPOSITORY_JALC_DOI を true にする必要があります。 

 

 

■PrefixID(JaLC CrossRef DOI)  

JaLC CrossRef DOI ハンドルサーバの PrefixID を設定することができます。 

JaLC CrossRef DOI の Prefix 設定欄を表示するには、repository/config/define.inc.php の

_REPOSITORY_JALC_CROSSREF_DOI を true にする必要があります。 

 

 

■PrefixID(JaLC DataCite DOI)  

JaLC DataCite DOI ハンドルサーバの PrefixID を設定することができます。 

JaLC DataCite DOI の Prefix 設定欄を表示するには、repository/config/define.inc.php の

_REPOSITORY_JALC_DATACITE_DOI を true にする必要があります。 

 

■機関内部 ID  

複数の WEKO を所有する機関において、DOI の値が重複することを防ぐため、 下記のように

PrefixID(http://id.nii.ac.jp/)を Suffix に付加するか設定することができます。 

http://japanlinkcenter.org/jalc/
http://www.crossref.org/
https://www.datacite.org/
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DOI が付与されたアイテムをすでに登録している場合、設定を変更することはできません。 

 

 

■PrefixID(CNRI ハンドル)  

CNRI ハンドルサーバの PrefixID を設定することができます。 

 

■PrefixID 取得(http://id.nii.ac.jp/) 

ID サーバーの PrefixID(Y ハンドル)を取得することができます。 

すでに PrefixID を取得している場合は管理画面に取得済の PrefixID が表示され、「取得」ボタン

は表示されません。 

「取得」ボタンを押下します。 

 

 

OpenSSL の実行パスを記述し、「実行」ボタンを押下します。 

 

 

http://www.cnri.reston.va.us/
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表示される画像の英数字を入力し、「送信」ボタンを押下します。 

 

 

 

取得した PrefixID が表示されます。 

 

 

 

【注意事項】  

• PrefixID の取得には OpenSSL が必要です。 
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3.3.8.3.2. 書誌情報簡単登録 
■AWSAccessKeyId  

アイテム登録時の fill 機能において利用している Amazon の「AWSAccessKeyId」を変更すること

ができます。 

「AccessKeyID」は、Amazon Web サービスを利用する登録 ID です。  

 

 

【注意事項】  

• 「AccessKeyID」が空白の場合、Amazon の fill 機能が利用できなくなります。 

■医中誌連携  

医中誌との連携設定ができます。 

連携している場合はアイテム登録時の fill 機能にて、医中誌からのメタデータ取得が可能になりま

す。 

 

 

【注意事項】  

• 医中誌へ連携しない場合、及び「現在の連携状態」が未認証状態の場合、医中誌の fill

機能が利用できなくなります。 

• 医中誌への IP 認証が通っている場合、ログイン ID・ログインパスワードの設定は必要あ

りません。 
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■CrossRef Query Services Account 

アイテム登録時の fill 機能において利用している CrossRef の「CrossRef Query Services 

Account」を変更することができます。 

「CrossRef Query Services Account」は、CrossRef 連携に利用する登録アカウントです。  

 

 

 

【注意事項】  

• 「CrossRef Query Services Account」が空白の場合、CrossRef の fill 機能が利用できなく

なります。 
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3.3.8.3.3. OAI-PMH 設定 
OAI-PMH からリポジトリの情報を出力する際に使用する情報と、OAI-PMH のベース URL を標準

形式に対応させるように設定することができます  

 

 

 

OAI-PMH からリポジトリの情報を出力する際に使用する情報を設定することができます。 

リポジトリ情報は「http://[サイト URL]/?action=repository_oaipmh&verb=Identify」から取得可能で

す。 

 

 

 

URL リライトを有効にすると、OAI-PMH のベース URL を標準形式に対応することができます。 
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3.3.8.3.4. ハーベスティング 
OAI-PMH を利用し、他の機関からハーベストを行うことができます。  

metadataPrefix は「oai_dc」、「junii2」、「oai_lom」、「lido」に対応しています。  

クーロン設定用 URL は、ハーベスティングを実行するための URL です。  

 

 

ハーベストの実行中は設定の変更を行うことはできません。  
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■from、until、set の説明  

from の値をデフォルト値(0001-01-01T00:00:00Z)から変更した場合、更新日時が from で設定し

た時間以後のアイテムに対してのみハーベスティングを実行します。  

until の値をデフォルト値(9999-12-31T23:59:59Z)から変更した場合、更新日時が until で設定した

時間以前のアイテムに対してのみハーベスティングを実行します。  

set 条件を設定した場合、設定したセット内のアイテムに対してのみハーベスティングを実行しま

す。  

 

■サブインデックスへの自動振分  

「実行しない」を選択した場合、登録先インデックス直下にはインデックスツリーが作成されず、ハ

ーベストで取得したアイテムが登録先インデックス直下に全て配置されます。  

「実行する」を選択した場合、登録先インデックス直下にハーベスト対象リポジトリのインデックスツ

リーが作成され、ハーベストで取得したアイテムがそれぞれのインデックスに配置されます。  

 

【注意事項】  

• ハーベストの実行には管理者権限が必要です。  
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• ハーベストを実行してから完了するまで時間がかかる場合があります。  

3.3.8.3.5. サーバー環境 
WEKO モジュールで利用する下記 8 種類の外部コマンド実行パスを設定することができます。 

 

名称 概要 備考 

wvWare Word ファイル(*.doc)を html ファイルに変換する  

xlhtml Excel ファイル(*.xls)を html ファイルに変換する  

poppler PDF ファイル(*.pdf)を html ファイルに変換する  

ImageMagick PDF ファイル(*.pdf)のサムネイルを生成する  

PDFTK 

WEKO が作成した PDF カバーページ(*.pdf)と 

ダウンロードする PDF ファイル(*.pdf)を連結する 

「自動設定」を実施し

た際は、PDFTK を

優先的に検索・設定

します。 

PDFTK が存在しな

い場合、QPDF を検

索・設定します。 

QPDF 

ffmpeg 動画コンテンツを FLV ファイルに変換する  

mecab 形態素解析を行う  

php バッチ処理を起動する  

 

「自動設定」項目の「実行」ボタンを押下するとコマンドの検索が行われ、見つかったコマンドのパ

スが自動的に fill されます。 

パスが通ったコマンドは「緑ランプ」が点灯します。 
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3.3.9. 著者名典拠 
「著者名典拠」タブを選択すると著者名典拠管理画面が表示されます。 

著者名典拠管理画面では、著者の「追加・変更・削除」、「付替え」、「インポート」を行うことができ

ます。 

 

3.3.9.1. 追加・変更・削除 
「追加・変更・削除」では、著者の検索、追加、変更、削除、削除取り消しを行うことができます。 

「追加・変更・削除」タブを選択すると著者検索フォームが表示されます。 

 

「検索」ボタンを押下すると、著者追加フォームが表示されます。 
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「追加」「変更」「削除」ラジオボタンの選択状態を変更することで、著者追加、変更、削除フォーム

の表示を切り替えることができます。 
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「削除済の著者名典拠データを検索する」にチェックを入れた状態で「検索」ボタンを押下すると、

著者削除取り消しフォームが表示されます。 
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3.3.9.1.1. 検索 
下記の項目について AND 検索で著者を検索することができます。 

• WEKO 著者 ID 

• 姓 

• 名 

• メールアドレス 

• 外部著者 ID 

「検索」ボタンを押下すると、検索結果を 50 件まで表示します 
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リスト最下部の「more」ボタンを押下すると、次の 50 件を表示します。
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検索条件を指定しない場合、著者名典拠に存在する全ての著者を検索することができます。 

 

「削除済の著者名典拠データを検索する」にチェックを入れた状態で「検索」ボタンを押下すると、

削除済の著者を検索することができます。 
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検索結果の著者をクリックすると、その著者をメタデータまたはフィードバックメール送信先に登録

しているアイテムを 50 件まで表示します。 

 

リスト最下部の「more」ボタンを押下すると、次の 50 件を表示します。 
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アイテムリスト下の「ダウンロード」リンクをクリックすると、検索条件に合致する著者全ての著者情

報、著者を登録しているアイテム情報を記載した TSV ファイルをダウンロードできます。 

 

TSV ファイルには下記項目が記載されています。 

項目 内容 

WEKO 著者 ID 著者の WEKO 著者 ID です。 

姓 著者の日本語の姓です。 

名 著者の日本語の名です。 

姓(ヨミ) 著者の日本語の姓(ヨミ)です。 

名(ヨミ) 著者の日本語の名(ヨミ)です。 

姓(英) 著者の英語の姓です。 

名(英) 著者の英語の名です。 

姓(その他) 著者のその他言語の姓です。 

名(その他) 著者のその他言語の名です。 

姓(その他)(ヨミ) 著者のその他言語の姓(ヨミ)です。 

名(その他)(ヨミ) 著者のその他言語の名(ヨミ)です。 

メールアドレス 著者のメールアドレスです。 

外部著者 ID 

著者の外部著者 ID です。 

WEKO に登録されている外部著者 ID 分列が表示されます。 

項目名も WEKO に登録されている外部著者 ID 名となります。 

下記項目は必ず存在します。 

• CiNii ID 

• 研究者リゾルバーID 

• 科研費研究者番号 

削除フラグ 
著者の削除状態です。 

0 ならば未削除、1 ならば削除済みを示します。 

item_id 著者を登録しているアイテムのアイテム ID です。 



291 

項目 内容 

タイトル 著者を登録しているアイテムのタイトルです。 

URL 著者を登録しているアイテムの詳細画面 URL です。 

姓 アイテムに登録されている著者の日本語の姓です。 

名 アイテムに登録されている著者の日本語の名です。 

姓(ヨミ) アイテムに登録されている著者の日本語の姓(ヨミ)です。 

名(ヨミ) アイテムに登録されている著者の日本語の名(ヨミ)です。 

姓(英) アイテムに登録されている著者の英語の姓です。 

名(英) アイテムに登録されている著者の英語の名です。 

姓(その他) アイテムに登録されている著者のその他言語の姓です。 

名(その他) アイテムに登録されている著者のその他言語の名です。 

メールアドレス アイテムに登録されている著者のメールアドレスです。 

フィードバック 著者がフィードバックメール送信先に登録されているかどうかの値です。 

0 ならばフィードバックメール送信先に登録されていない、 

1 ならばフィードバックメール送信先に登録されていることを示します。 

 

【注意事項】 

• WEKO 著者 ID を検索条件に指定する場合、0 より大きい半角数字を入力する必要があり

ます。 
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3.3.9.1.2. 追加 
「検索」ボタン押下後、著者追加フォームより著者を追加することができます。 

 

著者について、下記項目を登録することができます。 

項目 内容 

姓(日) 著者の日本語の姓です。 

名(日) 著者の日本語の名です。 

姓(日)未入力の状態で登録することはできません。 

姓(日) (ヨミ) 著者の日本語の姓(ヨミ)です。 

姓(日)未入力の状態で登録することはできません。 

名(日) (ヨミ) 著者の日本語の名(ヨミ)です。 

姓(日)未入力の状態で登録することはできません。 

姓(英) 著者の英語の姓です。 

名(英) 著者の英語の名です。 

姓(英)未入力の状態で登録することはできません。 

姓(その他) 著者のその他言語の姓です。 

名(その他) 著者のその他言語の名です。 

姓(その他)未入力の状態で登録することはできません。 

姓(その他)(ヨミ) 著者のその他言語の姓(ヨミ)です。 

姓(その他)未入力の状態で登録することはできません。 

名(その他)(ヨミ) 著者のその他言語の名(ヨミ)です。 

姓(その他)未入力の状態で登録することはできません。 

メールアドレス 著者のメールアドレスです。 
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項目 内容 

外部著者 ID 

著者の外部著者 ID です。 

複数の外部著者 ID を登録する場合、「More Id」ボタンで項目を増やすこと

ができます。 

WEKO に登録されている外部著者 ID 分登録できます。 

下記項目は必ず存在します。 

• CiNii ID 

• 研究者リゾルバーID 

• 科研費研究者番号 

同一の外部著者 ID を複数登録することはできません。 

 

【注意事項】 

• 姓(日)、姓(英)、姓(その他)のいずれかを必ず入力する必要があります。 
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3.3.9.1.3. 変更 
「検索」ボタンを押下し、著者リストに表示されている著者を選択後、著者変更フォームより選択し

た著者を変更することができます。

 

著者について、下記項目を変更することができます。 

項目 内容 

姓(日) 著者の日本語の姓です。 

名(日) 著者の日本語の名です。 

姓(日)未入力の状態で登録することはできません。 

姓(日) (ヨミ) 著者の日本語の姓(ヨミ)です。 

姓(日)未入力の状態で登録することはできません。 

名(日) (ヨミ) 著者の日本語の名(ヨミ)です。 

姓(日)未入力の状態で登録することはできません。 

姓(英) 著者の英語の姓です。 

名(英) 著者の英語の名です。 

姓(英)未入力の状態で登録することはできません。 

姓(その他) 著者のその他言語の姓です。 

名(その他) 著者のその他言語の名です。 

姓(その他)未入力の状態で登録することはできません。 

姓(その他)(ヨミ) 著者のその他言語の姓(ヨミ)です。 

姓(その他)未入力の状態で登録することはできません。 

名(その他)(ヨミ) 著者のその他言語の名(ヨミ)です。 

姓(その他)未入力の状態で登録することはできません。 

メールアドレス 著者のメールアドレスです。 
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項目 内容 

外部著者 ID 

著者の外部著者 ID です。 

複数の外部著者 ID を登録する場合、「More Id」ボタンで項目を増やすこと

ができます。 

WEKO に登録されている外部著者 ID 分登録できます。 

下記項目は必ず存在します。 

• CiNii ID 

• 研究者リゾルバーID 

• 科研費研究者番号 

同一の外部著者 ID を複数登録することはできません。 

 

各言語の著者名(姓、名、姓(ヨミ)、名(ヨミ))およびメールアドレスに存在するチェックボックスにチェ

ックを入れた状態で 

著者を変更すると、チェックを入れた項目についてアイテムに登録された著者情報にも変更を適

用することができます。 
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【注意事項】 

• 姓(日)、姓(英)、姓(その他)のいずれかを必ず入力する必要があります。 

• アイテムに登録されている著者の場合、全ての言語の著者名およびメールアドレスを空

欄にすることはできません。 

 

3.3.9.1.4. 削除 
「検索」ボタンを押下し、著者リストに表示されている著者を選択後、著者削除フォームより選択し

た著者を変更することができます。 

 

著者について、下記項目を表示することができます。項目の内容を変更することはできません。 

項目 内容 

姓(日) 著者の日本語の姓です。 

名(日) 著者の日本語の名です。 

姓(日)(ヨミ) 著者の日本語の姓(ヨミ)です。 

名(日)(ヨミ) 著者の日本語の名(ヨミ)です。 

姓(英) 著者の英語の姓です。 

名(英) 著者の英語の名です。 

姓(その他) 著者のその他言語の姓です。 

名(その他) 著者のその他言語の名です。 

姓(その他)(ヨミ) 著者のその他言語の姓(ヨミ)です。 

名(その他)(ヨミ) 著者のその他言語の名(ヨミ)です。 

メールアドレス 著者のメールアドレスです。 

外部著者 ID 著者の外部著者 ID です。 

 

【注意事項】 

• アイテムに登録されている著者を削除することはできません。 
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3.3.9.1.5. 削除取り消し 
「削除済の著者名典拠データを検索する」にチェックを入れた状態で「検索」ボタンを押下し、著者

リストに表示されている著者を選択後、 

著者削除取り消しフォームより選択した著者の削除を取り消すことができます。 

 

 

著者について、下記項目を表示することができます。項目の内容を変更することはできません。 

項目 内容 

姓(日) 著者の日本語の姓です。 

名(日) 著者の日本語の名です。 

姓(日)(ヨミ) 著者の日本語の姓(ヨミ)です。 

名(日)(ヨミ) 著者の日本語の名(ヨミ)です。 

姓(英) 著者の英語の姓です。 

名(英) 著者の英語の名です。 

姓(その他) 著者のその他言語の姓です。 

名(その他) 著者のその他言語の名です。 

姓(その他)(ヨミ) 著者のその他言語の姓(ヨミ)です。 

名(その他)(ヨミ) 著者のその他言語の名(ヨミ)です。 

メールアドレス 著者のメールアドレスです。 

外部著者 ID 著者の外部著者 ID です。 
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3.3.9.2. 付替え 
「付替え」では、アイテムに登録されている著者をの別の著者に付替えることができます。 

「付替え」タブを選択すると統合前著者検索フォームが表示されます。 

 

統合前著者検索フォームで WEKO 著者 ID を指定して検索すると、該当の著者情報および著者

が登録されているアイテムの一覧が表示されます。
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著者情報として、下記項目が表示されます。 

項目 内容 

姓名(日) 著者の日本語の姓名です。 

「姓 名」の形式で表示されます。 

姓名(日)(ヨミ) 著者の日本語の姓名(ヨミ)です。 

「姓(ヨミ) 名(ヨミ)」の形式で表示されます。 

姓名(英) 著者の英語の姓名です。 

「名 姓」の形式で表示されます。 

姓名(その他) 著者のその他言語の姓名です。 

「姓 名」の形式で表示されます。 

姓名(その他)(ヨミ) 著者のその他言語の姓名(ヨミ)です。 

「姓(ヨミ) 名(ヨミ)」の形式で表示されます。 

Email 著者のメールアドレスです。 

著者 ID 著者の外部著者 ID です。 

「外部著者 ID 名 ; 入力値」の形式で表示されます。 
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著者が登録されているアイテムの一覧は 50 件まで表示されます。 

リスト最下部の「more」ボタンを押下することで、次の 50 件が表示されます。 

 

 

アイテムごとに存在するチェックボックスにチェックを入れることで、付替え対象のアイテムを選択

することができます。 
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ヘッダ行のチェックボックスにチェックを入れることで、表示されている全てのアイテムを選択する

ことができます。

 

著者に登録されているアイテムが存在する場合、統合先著者検索フォームが表示されます。 
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統合先著者検索フォームで WEKO 著者 ID を指定して検索すると、該当の著者情報が表示されま

す。 

表示される項目は統合前著者検索と同様です。 

 

 

統合先著者を検索後に表示される「適用」ボタンを押下することで、選択したアイテムについて統

合前著者から統合先著者へ付替えることができます。 

 

「アイテムの著者データを上記の著者名典拠データで上書きする」にチェックを入れると、アイテム

に登録された著者情報にも変更を適用することができます。 
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【注意事項】 

• WEKO 著者 ID は 0 より大きい半角数字である必要があります。 

• 削除済みの著者を指定することはできません。 

• 統合前と統合先で同一の著者を指定することはできません。 

• 付替え対象のアイテムにフィードバックメール送信先が設定されている場合、統合先の著

者にメールアドレスが登録されている必要があります。 
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3.3.9.3. インポート 
「インポート」では、TSV 形式のファイルを用いて著者を一括登録することができます。 

「インポート」タブをクリックすると著者目典拠インポート画面が表示されます。 

 

「テンプレートファイルダウンロード」リンクをクリックすることで、著者名典拠インポート用の TSV フ

ァイルをダウンロードできます。 

 

TSV ファイルには下記項目が記載されています。 

項目 内容 

名 著者の名です。 

言語はその他言語として登録されます。 

姓 著者の姓です。 

言語はその他言語として登録されます。 

メールアドレス 著者のメールアドレスです。 

名(ヨミ) 著者の名(ヨミ)です。 

言語はその他言語として登録されます。 

姓(ヨミ) 著者の姓(ヨミ)です。 

言語はその他言語として登録されます。 

Email 著者のメールアドレスです。 
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項目 内容 

外部著者 ID 著者の外部著者 ID です。 

WEKO に登録されている外部著者 ID 分列が表示されます。 

項目名も WEKO に登録されている外部著者 ID 名となります。 

下記項目は必ず存在します。 

• CiNii ID 

• 研究者リゾルバーID 

• 科研費研究者番号 

同一の外部著者 ID を複数登録することはできません。 

TSV 形式のファイルを指定し、「インポート」ボタンを押下することで著者をインポートすることがで

きます。 

 

インポートされた著者名典拠の件数が表示されます。 
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【注意事項】 

• 姓は必須です。 

姓が存在しない著者はインポートされません。 

• 既に登録済みのメールアドレス、外部著者 ID を持つ著者をインポートする場合、同一の

著者として同定されます。 

その際、未入力であった項目のみ追加され、項目値の変更、削除は行われません。 
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