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■本日お話しする内容＝いただいたテーマ 

「図書館システム、リポジトリ、電子ブック、広報などのWebサー

ビスについて、初任者にわかりやすく説明し、研修後に役立つ参
考文献（Webサイトを含む）などを紹介する」こと 

Webサービス 

・図書館システム 
・リポジトリ 
・電子ブック 
・広報 
         ・・・・・・etc 
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■本日の構成 

１ Webサービスって？ 
 
２ 図書館システム 
 
３ リポジトリ 
 
４ 電子ブック 
 
５ 広報 
 
６ 終わりに 



Ｗｅｂサービス 



辞典の定義 
 

「広義にはウェブを通じて提供される情報
サービス全般を指す。ウェブ普及以前は
独自のインターフェースで提供されてきた
情報サービスの多くがウェブに移行し、
現在はウェブサービスとして提供されて
いる。・・・」 

 日本図書館情報学会用語辞典編集委員会（編） 『図書館
情報学用語辞典』第4版 丸善 ２０１３ 



■１ Webサービスって？ 

Ｗｅｂ ＋ サービス 



■１ Webサービスって？ 
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■１ Webサービスって？ 

関西大学図書館「圖書館事務大要」1929 



■１ Webサービスって？ 

関西大学図書館「圖書館事務大要」1929 



■１ Webサービスって？ 

←この図に示されている仕事 
≪庶務会計係＞ 
・庶務会計係 
・購入・照合係 
・個研係（Ｓ３１年度から） 
・図書複写・音盤・映写係（Ｓ３１年度から） 
≪選択整理室≫ 
・選択・註文係 
・受入・登録係 
・目録・分類係 
・目録編纂係 
・雑誌・製本・教授閲覧係 
・奉仕事務係 
・窓口・出納係 
・書庫係 
・開架閲覧室係 
≪書目課≫ 

関西大学図書館『図書館概況』1956 



■１ Webサービスって？ 
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■１ Webサービスって？（ある考え方） 

Ｗｅｂサービス 

「図書館サービス」をウェブ（インターネット）に乗せたもの 

「図書館サービス」、または 
「図書館サービスの『本質』」 
は変わっていない！ 
（のではなかろうか？）。 



■１ Webサービスって？（別の考え方） 

「要求主導」 と「技術主導」 

・基本現象の性質 
・応用可能性 

・社会的ニーズ 
・技術開発の要請 

技術主導 

要求主導 

川合慧「情報学の新展開」放送大学教育振興会, 2012 p.10 

技術側 社会側 



■１ Webサービスって？ 

Ｗｅｂサービス 

インターネット技術の応用
可能性が、「図書館サービ
ス」を拡張、創造させたもの。 



■１ Webサービスって？ 

Ｗｅｂサービス 

インターネット技術が、学術情
報の流通、利用のあり方を変
え「図書館サービス」を拡張し、
新たな領域を創造したもの。 



■１ Webサービスって？ 

従来の図書館サービス Webサービス（Library) 

図書館サービスの拡張 Webサービス（Internet) 

進化 

創造 

影響 

・従来の図書館サービスに関する理解 
・新たな技術の動向がもたらす影響 

両方向の目配りが必要。 
キーワードは「つながり」？ 
例：Web-API 



■１ Webサービスって？ 

キーワードとして・・・ 
 
 

「つながり」と「オープン性」 
 



■本日の構成 

１ Webサービスって？ 
 
２ 図書館システム 
 
３ リポジトリ 
 
４ 電子ブック 
 
５ 広報 
 
６ 終わりに 



■２ 図書館システム 

図書館システムとは？ 

・発注 
・受入 
・目録 
・閲覧 
・相互利用 

・予約 
・統計 
・利用者管理 

・支払 

「図書館で扱う貸出、利用、予約、目録、発注、受入、会計などの作業
をコンピュータで管理するシステムのこと。」 久保（２０１３） 

従来からの図書館の業務をコンピュータ
で管理するもの。 

根本には、紙媒体の刊行物（少なくとも物
理的なモノ）の管理・利用を前提に設計。 

図書館業務のシステム化（機械化）は、イ
ンターネットに先立って普及した。 

ウェブブラウザの採用、ウェブ技術の活用
が進行 



■２ 図書館システム 

図書館システムとは？ 

主なパッケージ 

パッケージ名 ベンダー 導入数 シェア 

Limedio リコー 172 21.40% 
iLiswave 富士通 125 15.50% 
E-CatsV4 NEC 113 14.10% 

情報館 ブレインテック 83 10.30% 
CARIN CB 京セラ丸善 54 6.70% 
NeoCILIUS V2 日本事務器 50 6.20% 
NALIS UNIV V2 NTTデータ九州 45 5.60% 

E-CatsV3 NEC 26 3.20% 
OPAC公開サービス ブレインテック 25 3.10% 
Jopac ブレインテック 22 2.70% 
UNIPROVE V1 日立 22 8.30% 

その他   67 8.30% 

計   804 100% 

嶋田綾子「図書館システムの現在」『ライブラリー・リソース・ガイド』第2号 P.83  



■２ 図書館システム 

図書館システムとは？（WEB以前） 

納品・物品管理システム 
（発注・受入・所蔵管理） 

目録管理システム 
（書誌データ、OPAC） 

利用者管理システム 会計・支払システム 

統計システム 
WEB以前は、これらのシステ

ムが統合されたものとしての
パッケージ。 



■２ 図書館システム 

図書館システムとは？（ウェブの影響） 
 ・オープン化 
 ・システム間連携 
 ・クラウド化 

例：目録情報の提供 

目録
カード 

MARC 
書誌
ユーティ
リティ 

WEB-
OPAC 

横断検
索 

システ
ム間連
携 

紙の世界 
学術情報の生
産、流通の変化 



■２ 図書館システム 

WEBサービスとしての図書館システム 

・リンクリゾルバ 
・次世代OPAC（OPACの機能拡張） 
・ＥＲＭＳ（電子リソース管理システム） 
・ディスカバリーサービス 
・Web-API 
・文献管理ツール 
・ログの活用 
・オルトメトリクス・・・ 
業務システムとは別に導入またはシステム連携により運用 



■２ 図書館システム 

WEBサービスとしての図書館システム 

•利用可能なリソースの情報を管理し，利用者に適切なリソースへのアク
セス経路を示すシステム。リンクリゾルバはデータベースから検索結果
を受け取り，あらかじめ設定した情報に基づいて，検索されたリソース
の中でリンクが可能なリソースを表示する。利用者は，表示されたリ
ソースから必要なものを選択することにより，適切な情報にナビゲート
される。データベース検索以外に，電子ジャーナルの参考文献，OPAC
検索結果などからも適切な情報へのナビゲートが為される。 

• リンクリゾルバは，OpenURL（7.3.3.を参照）の仕組みを利用することに
より，多様なリソースへのナビゲートを実現している。 

•例）360Link（Serials Solutions），LinkSolver（Ovid Technologies），
LinkSource（EBSCO），SFX（ExLibris），WorldCat Link Manager（OCLC） 

リンクリゾルバ 

大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）『電子資料契約実務必携』2012 



■２ 図書館システム 

リンクリゾルバ 



■２ 図書館システム 

WEBサービスとしての図書館システム 

• 明確な定義は難しい。 

• カード目録→OPAC(MARCの導入）→その次。Web2.0 

• 検索結果の絞り込み方式の多様性（ファセットなど） 

• 検索語のサジェスト機能 

• APIなどによるシステム間連携。表紙画像、あらすじ情
報の表示など。 

• 従来型資料に加え、電子資料への検索機能強化 

次世代OPAC（OPAC機能の拡張） 



■２ 図書館システム 
WEBサービスとしての図書館システム（ファセット） 



■２ 図書館システム 
WEBサービスとしての図書館システム（サジェスト機能） 



■２ 図書館システム 
WEBサービスとしての図書館システム（表紙・あらすじ） 



■２ 図書館システム 

WEBサービスとしての図書館システム 

•電子ジャーナル、データベースなどの電子資料のライセンス管
理、アクセス管理（統計）を行う。 

•⇒同じ図書館内でも担当以外は分かりにくい。 

•⇒Counter準拠と言っても、統計の把握も大変。 

• NIIでは、ERDB(ERMSではない）プロトタイプ構築プロジェクトを推
進。 

•電子資料の総合目録の構築が目標 

•主な商品、360Resorce manager(serials solutions)、Verde(Ex 
Libris)。ただし、国内の導入少ない。 

ERMS（電子リソース管理ツール） 

情報提供・協力：大阪市立大学学術情報センター 中村健氏 



■２ 図書館システム 

WEBサービスとしての図書館システム 

•利用できるデータベース等のメタデータ、本文情報を予め収集
し、検索させる。横断検索よりもレスポンスが早い。 

•予め収集したデータを基に、統合インデックスが作成される。 

•主な製品に、Summon(Serials Solutions)、EBSCO Discovery 
Servece(EBSCO)、Primo(Ex Libris)、World Cat Discovery 
Service(OCLC)がある。 

•予めデータを収集する点がサービスの根幹だが、WSDにより
データベースベンダーから収集できるデータに違いがある。 

•日本語コンテンツの増加が課題。 

ディスカバリーサービス 



■２ 図書館システム 

WEBサービスとしての図書館システム 

• 「あるプログラムから別のプログラムの機能を呼び出すための入口とな
るもの。（牧野雄二・川嶋斉『新着雑誌記事速報から始めてみよう 
RSS・APIを活用した図書館サービス』日本図書館協会 2012） 

• ネットワーク越しに、別のサーバーのプログラムを起動して、何らかの
データを取得するもの。（例えば、グーグルから地図を表示する） 

• API経由で他のシステム・サービスと連携することでサービスを拡張させ
ることができる。 

•図書館関係ではCiNiiウェブAPI、NDLサーチ、カーリルなどが公開。 

•事例：ゆうき図書館「新着雑誌記事速報」（http://lib-
yuki.city.yuki.lg.jp/room_ad/sokuhou-blog.html） 

Web-API 



■２ 図書館システム 
WEBサービスとしての図書館システム（ゆうき図書館の事例） 



■２ 図書館システム 

【おまけの課題】 

• 所属する図書館のシステム担当者に今後展開したい
サービスについて話を聞いてみよう。 
• システム担当は意外と孤独で、会話を求めています。 

• 学内の他部署の人に、新しいサービス（学認とか）が認知
されているか尋ねてみよう。 
• こちらも意外なほど知られていないことがあります。 

• Web－APIなどのサービスを使って、WebOPACに新たに追
加してはどうか？という機能がないか考えてみよう。 

• プログラミングのハードルは高くても、サービスの構想
は誰でも出来ます。 



■本日の構成 

１ Webサービスって？ 
 
２ 図書館システム 
 
３ リポジトリ 
 
４ 電子ブック 
 
５ 広報 
 
６ 終わりに 



■３ リポジトリ 

リポジトリとは？ 

「機関所属者の研究成果である論文等、大学及び研究機
関等において生産された電子的な知的生産物を保存し、
原則的に無償で発信するためのインターネット上の保存書
庫。研究者自らが論文等を掲載していくことによる学術情
報流通の変革と同時に大学等における教育研究成果の発
信、それぞれの機関や個々の研究者の自己アピール、社
会に対する教育研究活動に関する説明責任の保証、知的
生産物の長期保存の上で、大きな役割を果たす。」 

文部科学省「大学図書館の整備について（審議のまとめ）」2010 



■３ リポジトリ 
リポジトリのバックグラウンド 

• オープンアクセス運動 
• Green RoadとしてのIR⇔Gold Road（オープンア
クセス雑誌※APC、エンバーゴなどの課題あり） 

• 文科省「学術情報の流通基盤の充実について(審
議のまとめ）」2002 
• 研究成果を大学の責任において発信する必要 

• 逐次刊行物費の高騰（シリアルズクライシス） 
• 研究者から直接PDFを送ってもらう方が早い！ 

• 学位規程の改正（リポジトリによる公開の義務化） 



■３ リポジトリ 
リポジトリのソフトウェア 

• オープンソース 
• Dspace（MITが開発。導入多い） 
• Eprints（サウサンプトン大が開発。導入実績あり） 

• XooNips（理化学研究所が開発。国産なので、
維持、管理が容易？） 

• Weko（NIIが開発。JAIRO Cloudの基幹ソフト） 
• 商用ソフト 

• E-Repository（CMS（NEC）社） 
• E-lib（富士通） 



■３ リポジトリ 
ハーベスティングについて 

ハーベスティングとは？ 

各機関リポジトリ（データプロバイダ）が蓄積したメタデータを、ＪＡＩＲＯやＯＡＩＳｔｅｒ
など（サービスプロバイダ）が機械的に収集する（harvest=収穫。刈り取る）こと。
データ交換の約束事として、ＯＡＩ－ＰＭＨというプロトコルを使う 

CiNii 

ＩＲ 

ＩＲ 

ＪＡＩＲＯ 
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Archives 
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■３ リポジトリ 
リポジトリの構築・運用上の論点 

• コンテンツの収集 
• 学内の合意形成、特に紀要論文。 

• 著作権処理（複製権・公衆送信権） 
• 許諾処理を誰が行うか？ 

• 広報活動⇒意外と知られていないケースも。 
• 著作権処理に関する啓蒙活動も。 

• 研究者支援の柱になりうるか？ 

• 学修支援に注目が集まる中で、研究者サービ
スの柱になりうるか。文科省「大学図書館の整備について（審議のまと
め）変革する大学にあって求められる図書館像」平成22年12月 



■３ リポジトリ 

【おまけの課題】 
 
• まずは、DRFのサイトにアクセスしてみる。 

• http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drf/index.php 
• NACSIS-CATの書誌データと、所属する機関のリポジトリに
登録されているメタデータの項目を比較してみる。 

• 同じソフトウェア（Dspace? Eprints?わからなければ担当者

に聞きましょう）を使っている、他の大学のリポジトリを
使ってみる。 

• ナビゲーションの工夫や、他のサービスとの連携など
が違う。 



■３ リポジトリ 

DRF wikiのページ 



■３ リポジトリ 
月刊DRF 



■３ リポジトリ 
北海道大学の事例 



■３ リポジトリ 
筑波大学の事例 



■３ リポジトリ 近畿大学の事例 
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■４ 電子ブック  

電子ブックとは？ 

• 定義は難しい。（呼称も電子書籍、Eブックなどいろいろ） 

• 電子書籍（でんししょせき）とは、古くより存在する紙とイ
ンクを利用した印刷物ではなく、 文字、記号、図画に加

え音声、動画を、紙、金属、樹脂、磁性体等の素材に、
電磁的、または、レーザー光等で記録した情報や、ネッ
トワークで流通させた情報をいう。 

• An electronic book (variously: e-book, eBook, e-Book, 
ebook, digital book, or even e-edition) is a book-length 
publication in digital form, consisting of text, images, or 
both, readable on computers or other electronic devices.  

Wikipedia日本語版、英語版の比較 



■４ 電子ブック  

電子ブックとは？ 

• 従来は印刷して紙の形で出版していた著作物を、
電子メディアを用いて出版したもの。従来の図
書とは異なり、<1>表示方式、出力方式を読者
が自由に変更できる、<2>音声や動画を含めた
マルチメディアにすることが可能である、<3>項

目間にリンクを張ったハイパーテキストにするこ
とが可能である、<4>コンピュータまたは専用の

機械がなければ読むことができないなどの特徴
がある。 

日本図書館情報学会用語辞典編集委員会(編） 『図書館情報学用語辞典』第4版 丸善 ２０１３ 



■４ 電子ブック  
電子ブックのバックグラウンド 

• 電子図書館（1990年代～） 
• アリアドネ、American Memory（LC) 

• 所蔵資料の電子化、デジタルアーカイブ 
• ボーンデジタル資料の増加 
• Googleブックスプロジェクト 
• HathiTrust 
• iPad,Sony Readerなどデバイスの発売 
• 日本電子書籍出版社協会の設立 

• 出版社、メーカー、印刷など多くの企業
が電子書籍事業に参入。 

• 政策的なバックアップ 



■４ 電子ブック  
電子ブックのバックグラウンド 



■４ 電子ブック  

電子ブックをめぐる課題 

電子学術書共同利用実証実験を参考に。 
[実験の概要] 
• 慶應義塾大学が中心となってH22からH24まで。8大学が参加。 
• 大学図書館と国内学術出版社が連携し、電子学術書を電子化。 
• デバイスはiPad、AndroidPC。 
• 学生モニターを募集し、アンケート・インタビュー調査を実施。 
 
[実験のねらい] 
• 和書の学術書があまりにも少ない。 
• 電子ブックのビジネスモデルを図書館と出版社で研究 

• ビジネスモデルが構築されないと長続きしない。 
情報提供・協力：立命館大学図書館 安東正玄氏 



■４ 電子ブック  

電子ブックをめぐる課題 

電子学術書共同利用実証実験を参考に（続き）。 
[実験の成果] 
• 利用者は紙と本の利便性を理解して使い分ける 
• シラバス掲載されている電子書籍がいくつか存在する 

• 図書館も教員も意外と調べていない場合がある。 
• 使える環境があっても、教員との連携がないと使わない(紙も
同様） 

[課題として] 
• 教員(授業）との連携 
• 電子書籍の存在をどう利用者に訴えるか 
• 電子書籍MARCの充実（目次等があれば…） 

情報提供・協力：立命館大学図書館 安東正玄氏 



■本日の構成 

１ Webサービスって？ 
 
２ 図書館システム 
 
３ リポジトリ 
 
４ 電子ブック 
 
５ 広報 
 
６ 終わりに 



■５ 広報  

大学図書館の広報 

• 図書館報、広報誌、リーフレット 
• 図書館見学 
• ポスターなどの掲示物、サイン 
• ホームページ（Webサイト） 
• 学内の情報システムへの登録 

• ガイダンスの案内など 
• メール 

• メールマガジン（公共図書館は事例多い）、SDI 
• ＳＮＳの活用 
• インターネットラジオ 



■５ 広報  
広報戦略を促す要因 

• 図書館の情報資源・サービスの電子化 
• 電子情報資源の導入、サービスのweb化 

• 情報資源・サービスの電子化による利用形態・提
供形態の変化 

• 行動パターンの変化、サービス提供のための
スキルの変化 

• 利用形態・提供形態の変化がもたらす図書館の
プレゼンスの低下傾向 
• 図書館を意識せずに必要な情報にアクセス 

• 利用者の多様化と広域化への対応 
注：杉田いずみ「大学図書館を取り巻く環境変化と図書館の広報戦略」から引用。
一部表現を改めた。 



■５ 広報  
Webを使ったサービス事例 

• SNSの活用（blog、Twitter、Facebook、LINE) 
• 個々の事例は検索してください！たくさんあります。 

• ⇒たくさんというか、個別に紹介する意味がないほどある。 
• いわゆる「お知らせ」のほかに、学生の活動などを紹介。 
• ウェブサイトと別に運用する事例。Twitterへのリンク。 
• 図書館職員、研究者のブログも多数。 

• 情報発信ツールとしては、発信する側にも読者としても選択が必
要。 

• LINEの利用は今のところ少ない。ただし、大学入試広報面では
増加中。 

• 情報の拡散の面では「閉じられすぎ」か？ただ、学生の利用
率は他を圧倒。 

• SNSサービスとしてほかに・・ 
• Google+、サイボウズ（グループウェア？）、Tumblrなど。 



■５ 広報  
Webを使ったサービス事例 

• 図書館広報としてのWebOPAC（本学の場合） 



■５ 広報  
Webを使ったサービス事例 

• 図書館広報としてのWebOPAC（本学の場合） 

• WebOPAC（KOALA)がSaas型サービスに移行し、蔵書検索に加え
て、様々な情報発信が可能となった。 

• 開館カレンダーやお知らせなど。機能的には施設予約なども
可能。 

• 電子資料の書誌データの検索や、横断検索ができるようになっ
た。 
• WebOPACのヘルプ画面では手に負えなくなってきた。 

• 図書館Webサイトのお知らせに、RSS機能はあるものの、学生に

はあまり見られていない。（わざわざ見に来ないといけない）。一
方で、WebOPACには、近々スマホアプリがリリースできそう！ 

• 学生・教職員向け学内ポータルのリンクもWebOPAC 
• 予約資料、ILL資料到着、延滞の連絡で連携しているため。 



■５ 広報  
Webを使ったサービス事例 

• 図書館広報としてのWebOPAC（本学の場合） 

• 図書館Webサイトのうち、図書館利用に係る情報はWebOPACに
移植すべきでは？ 
• そもそも見られていない。 
• WebOPACの機能が増えたため、OPACを図書館利用のポータ
ルとすべきでは？ 

• 利用指導ツールにLibguides（SpringShare社）を導入。 
• Webサービスなので、HTMLを自力で作成、更新する必要が
なくなった。ファイルを格納するサーバーが不要なので、Web
サイトにこだわる必要がない。 

• 図書館WebサイトはOPACに統合したい！ 
• 新たに、コミュニケーションツールとしての広報を模索する必要。 

 



■５ 広報  
Webを使ったサービス事例（Libguides) 



■５ 広報  
Webを使ったサービス事例（Libguides) 



■５ 広報  
Webを使ったサービス事例（Libguides) 



■５ 広報  
Webを使ったサービス事例（Libguides) 



■５ 広報  
Webを使ったサービス事例 

• 図書館広報としてのWebOPAC（本学の場合） 

• 図書館Webサイトのうち、図書館利用に係る情報はWebOPACに
移植すべきでは？ 
• そもそも見られていない。 
• WebOPACの機能が増えたため、OPACを図書館利用のポータ
ルとすべきでは？ 

• 利用指導ツールにLibguides（SpringShare社）を導入。 
• Webサービスなので、HTMLを自力で作成、更新する必要が
なくなった。ファイルを格納するサーバーが不要なので、Web
サイトにこだわる必要がない。 

• 図書館WebサイトはOPACに統合したい！ 
• 新たに、コミュニケーションツールとしての広報を模索する必要。 

 



■６ 終わりに 
• Webの特徴、本質は「オープン」「つながり」 

• [参考]大向一輝氏による「ウェブらしさの条件」 
• １ オープンさ 
• ２ 他人にゆだねる（評価は他人が決める） 
• ３ 時間にゆだねる（評価はあとで決まる） 
• ４ つながりを重視（情報のリンク・人々のネットワーク） 
• ５ ベストエフォート（完璧でなくても最大限の努力をする） 
                           大向一輝、池谷瑠絵「ウェブらしさを考える本」丸善2013 

• 典型的な例は、Web-APIを活用したサービス。 

• システム担当でなくても、「これ」と「あれ」をつなげられないか？と発想
するのは自由です。  

• Webを使って「できること」と、（今は）（まだ）「できないこと」を考える。 

• 図書館サービスの本質は「情報の組織化」と「情報の提供」。変わらない
部分もある。例）標目や目録規則の考え方はデータベースを理解する助
けになりえます。 

• Webが社会・現実を変えつつあることを意識する。 
• 「現実の多孔化」（鈴木謙介）。現実のあらゆる面でWebへアクセス。 



ご清聴ありがとうございました 


