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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 機関リポジトリ実習・作業手順



実習スケジュール

日 時間 1班 2班 3班

10/29(木) 14：20-15：30 ① ② ③

10/30（金）

09：30-10：40 ③ ① ②

休憩 ↓ ↓ ↓

10：50-12：00 ② ③ ①
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班分け
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班 メンバー この後

1班
(9名)

浅沼、稲妻、大原、小川、加藤、北村、
小島、今野、佐々木(会津大) 実習①

2班
(9名)

佐々木(日医大)、佐藤、高橋、田口、

中﨑、中島、新野、西野、野坂
実習②

3班
(9名)

狹間、平林、二塚、細谷、三浦、

水上、門間、山下、吉田
実習③
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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

図書館

WC

EV

学術情報課１
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実習場所 実習②

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

WC WC

EV

マルチメディア
製作・編集室
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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

３階
現在の会場

WC WC

EV

マルチメディア
提示室２
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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）

アップロード・コンテンツ作成（コンテンツ制御）

画像変換（コンテンツ編集Mac）

登録(コンテンツ制御→Limedio)

Web確認、進捗状況入力

編集（コンテンツ編集Win:必要に応じて行う)

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
(MPMeisterRocket)

実習項目

ビデオ撮影

スケジュール作成（コンテンツ制御)
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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） 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
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） 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） 電子化確認
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授業アーカイブ実習（実習②） 発表者

班 メンバー

1班
(9名)

浅沼、稲妻、大原、小川、加藤、北村、小島、

今野、佐々木(会津大)

2班
(9名)

佐々木(日医大)、佐藤、高橋、田口、中﨑、中

島、新野、西野、野坂

3班
(9名)

狹間、平林、二塚、細谷、三浦、水上、門間、山

下、吉田
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機関リポジトリ実習（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

電子化登録

書誌・所蔵一括登録

PDF公開（OPAC）

実
習
作
業 メタデータ変換・作成

個別データ登録 一括データ登録

DSpace設定

B. 機関リポジトリへのコンテンツ登録

A. 学位論文の電子化作業

公開（naistar）
（リンク）
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機関リポジトリ実習（実習③） 学位論文提出システム
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機関リポジトリ実習（実習③） 学位論文提出システム設定（一括登録）
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機関リポジトリ実習（実習③） 学位論文提出システム設定確認
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機関リポジトリ実習（実習③） 学位論文PDF提出・論文情報入力
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機関リポジトリ実習（実習③） 学位論文PDF提出・論文情報入力
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機関リポジトリ実習（実習③） 学位論文PDFアップロード
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機関リポジトリ実習（実習③） 学位論文PDF・論文情報取得

学位論文PDF

学位論文提出システム
から取得したメタデータ
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機関リポジトリ実習（実習③） 書誌・所蔵データの一括登録

書誌

所蔵
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機関リポジトリ実習（実習③） 学位論文PDF電子化作業

この作業は、実習中には行ないません。
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機関リポジトリ実習（実習③） 機関リポジトリへのコンテンツ登録

奈良先端科学技術大学院大学

学術リポジトリ(naistar)

実習環境： 3人に1台のパソコン

DSpace 1.5.2(ブータブルCDで起動)。
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機関リポジトリ実習（実習③） 初期設定

コミュニティの作成

コレクションの作成
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機関リポジトリ実習（実習③） メタデータ作成

図書館システム目録データ

naistar用メタデータ要素

メタデータシートに記入
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機関リポジトリ実習（実習③） 個別登録
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機関リポジトリ実習（実習③） 一括登録
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