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実習用配布資料の説明

・「電子化作業実習」資料No.1 実習についての説明

・「電子化作業実習」資料No.2
実習① 雑誌（冊子）電子化実習・作業手順

・「電子化作業実習」資料No.3
実習② 授業アーカイブ実習・作業手順

・「電子化作業実習」資料No.4
実習③ 学位論文の電子化作業、電子化資料のWeb確認、図書館見学等
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実習場所 実習①

実習①学術情報課事務室1

２階

WC WC

階段

EV

図書館
①

②
③

「電子化作業実習」資料No.1の「(3)班分け」各班の、
①上段4名（3名）
②中段4名（3名）
③下段4名
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実習場所 実習②

WC WC

階段

EV

実習②マルチメディア提示室1 →
マルチメディア製作・編集室

３階

現在の会場
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実習場所 実習③

実習③マルチメディア提示室2 → 閲覧室（図書館）

3階

2階
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雑誌（冊子）の電子化実習（実習①）

図書・雑誌（冊子体）

入力（スキャナ連続読込み、OCR連動）

カラー（グレー）スキャン、マスク処理（OCR変換）

背の裁断（または、コピー）

目次入力

書誌・所蔵作成、電子化整理番号付与

本構成処理

Web確認、電子化終了

頁情報入力・修正、データ確認

ファイル取込、変換

DVD保全

実
習
作
業
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雑誌（冊子）の電子化実習（実習①） LIMEDIO

LIMEDIO Ver. 7.1.00
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雑誌（冊子）の電子化実習（実習①） 書誌・所蔵作成、電子化整理番号付与

統合目録

雑誌コピー管理
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雑誌（冊子）の電子化実習（実習①） 背の裁断
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雑誌（冊子）の電子化実習（実習①） 一次情報入力システム

一次情報入力システム電子化
整理番号

図書 ： Vol 単位

雑誌 ： 個別所蔵単位
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雑誌（冊子）の電子化実習（実習①） 入力（スキャナ連続読込み/OCR連動）
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雑誌（冊子）の電子化実習（実習①） 透明テキスト付PDF作成

スキャナで取り込んだ画像と、OCRで認識したテキストを一つにまとめたPDF
画像だけではキーワード検索はできないが、テキストデータがのっているので全
文検索が可能になる。

透明テキスト付きPDF
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雑誌（冊子）の電子化実習（実習①） 頁情報入力/修正
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雑誌（冊子）の電子化実習（実習①） カラースキャン/グレースキャン

←カラーがある場合には
カラー

←濃淡がある場合にはグ
レースケール
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雑誌（冊子）の電子化実習（実習①） マスク処理

部分広告はマスク処理を
行う
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雑誌（冊子）の電子化実習（実習①） 目次入力

PDF

ＯＣＲ結果
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雑誌（冊子）の電子化実習（実習①） 目次入力（テキスト取込）

[T:]にはタイトル
[R:]には著者名
[P:]にはページ番号
を入力する
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授業アーカイブ実習（実習②）

ビデオ撮影（TA）

アップロード（コンテンツ制御）

画像変換（TA）（コンテンツ編集Mac）

スケジュール登録(コンテンツ制御)

登録(コンテンツ制御→Limedio)

Web確認、進捗状況入力

編集(TA)（コンテンツ編集Win)

講義日程・承諾書確認

書誌・所蔵作成（Limedio)

ビデオ自動収録
スライドの登録

(教員/TA)
(コンテンツ制御)

太枠 は実習項目
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授業アーカイブ実習（実習②） コンテンツ関連付け制御システム
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授業アーカイブ実習（実習②） ビデオ撮影

教室上部カメラで自動収録

ハンディカメラでの収録
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授業アーカイブ実習（実習②） スライド登録

パワーポイントのスライドをめくる
タイミングを取得するソフト
「MPMeisterRocket」を用い、
自動（または手動）送信します
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授業アーカイブ実習（実習②） コンテンツ編集

コンテンツ編集システム(Win)

映像とスライドを編集します
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授業アーカイブ実習（実習②） ハイビジョン映像変換-1

コンテンツ編集システム（Mac)

カメラのHDDと
MacはUSBで接続

カメラで撮影した映像をRealMediaおよび
H.264方式のフルハイビジョンに変換します
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授業アーカイブ実習（実習②） ハイビジョン映像変換-2

Compressor

FinalCutPro

Macへ取り込み・AIC変換
Cleaner, Compressor

との連携

ハイビジョン（H.264）に変換

RealMediaに変換

Cleaner
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授業アーカイブ実習（実習②） 電子化確認
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学位論文電子化作業（実習③）

学位論文提出システム設定

修了予定者リスト

論文PDF提出・論文情報入力

承諾書公開条件

修了予定者へ提出開始を告知（図書館HP & E-mail）

電子化登録 電子化保留

書誌・所蔵作成、電子化整理番号付与

PDF公開（OPAC）

学位論文一覧HP更新（公開条件付リスト）

PDF未公開

承諾書未提出承諾書提出

冊子のみ
実
習
作
業
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学位論文電子化作業（実習③） 学位論文提出システム
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学位論文電子化作業（実習③） 学位論文提出システム設定（個別登録）
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学位論文電子化作業（実習③） 学位論文提出システム設定（一括登録）
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学位論文電子化作業（実習③） 学位論文提出システム設定確認
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学位論文電子化作業（実習③） 学位論文PDF提出・論文情報入力
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学位論文電子化作業（実習③） 学位論文PDF提出・論文情報入力
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学位論文電子化作業（実習③） 学位論文PDFアップロード
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学位論文電子化作業（実習③） 学位論文PDF・論文情報取得
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学位論文電子化作業（実習③） 学位論文PDF電子化作業
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電子化資料のWeb確認（実習③） 図書館ホームページ
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電子化資料のWeb確認（実習③） OPAC簡易検索画面
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電子化資料のWeb確認（実習③） OPAC検索結果一覧
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電子化資料のWeb確認（実習③） 一次情報表示画面
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電子化資料のWeb確認（実習③） OPAC書誌・所蔵・目次画面
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電子化資料のWeb確認（実習③） 図書館認証

図書館サービスの認証も情報科学センター（ITC）が発行するIDとパスワードを使用

・電子化資料の閲覧

・その他各種図書館サービス

要認証

不要
ビデオ以外 ビデオ ビデオ（高品質）
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電子化資料のWeb確認（実習③） 電子化資料一覧
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