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図書館ウェブサービスを運⽤するコツ
佛教⼤学図書館の体験から

佛教⼤学図書館専⾨員
佛教⼤学教育学部⾮常勤講師

飯野勝則
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図書館のウェブサービス

図書館もさまざまな「情報」を提供せねばなりませんが、
⼀般のウェブサービスと同じ認識でいると落とし⽳にはまるかもしれません
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現在の図書館で提供される「情報」
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図書館が提供する情報（１）

図書や学術雑誌などは「学術情報」と称される、図書館らしい⽴派な「情報」です。
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図書館が提供する情報（２）

たとえば利⽤者向けの「お知らせ」は「広報」を担う、図書館にとって重要な
「情報」です
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注意すべきこと

• 図書館は「学術情報」と「広報的情報」とい
う性質の違う情報を、いずれも扱わなければ
ならない、きわめて珍しい組織であるという
認識が必要です

• 「学術情報」だけ、あるいは「広報的情報」
だけに⽬を向けたウェブサービスを構築して
も、⼗分な効果は期待できないのです
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実際のところ

図書館で提供すべき情報

学術情報

中間的情報

広報的情報

なお、実際には学術情報と広報的情報の中間に位置するような情報も
存在します。それは後で述べたいと思います
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図書館で構築すべきウェブサービス
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基本となるのは図書館のウェブサイトです

さまざまな「情報」を提供できる核として、図書館のウェブサイトを構築することが
最も効果的なソリューションとなります



10

どのような機能が提供できればよいので
しょうか

•様々な形態（「紙」や「電⼦」）のコンテンツを網羅的に提供でき
る機能

•信頼できる図書館情報資源へのシームレスなアクセス機能

•図書館情報資源の費⽤対効果を⾼めることのできる機能

学術情報

•利⽤者が必要とする情報を⼗分に周知できるような機能

•外部に対して図書館の価値や知名度を⾼めることができるような機
能

広報的情報

それぞれの具体的な対応策を佛教⼤学図書館の例から⽰してみます
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学術情報への対応
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佛教⼤学図書館における学術情報

• 所蔵冊数：約100万冊

紙（冊⼦）のコンテンツ

• 電⼦ジャーナルタイトル数：（英）約3万5000タイトル、（⽇）約
1000タイトル

• 購読契約のあるデータベース／電⼦ジャーナルサイト：約40種

• 利⽤可能な電⼦ブック：約36万冊（うち35万冊強は国会図書館デジタ
ルコレクション）

電⼦コンテンツ

図書館に来るだけでは⽬にすることのできない、「電⼦コンテンツ」は、それを必
要とする利⽤者の⼿元に届くよう、⼗分な配慮が必要になります
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学術情報を提供するためのツール
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図書館ウェブサービスで提供されるツール（例）

• OPAC

• リンクリゾルバ

• 横断検索

• ウェブスケールディスカバリ−

• Ezproxy

いずれも図書館が提供する「学術情報」を図書館利⽤者の⼿元に効率的にとど
けるための仕組みです
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佛教⼤学図書館の場合

http://bird.bukkyo‐u.ac.jp/

図書館ポータルサイトの核として「ウェブスケールディスカバリー」を導⼊す
ることで、問題解決に努めています



16

ウェブスケールディスカバリー

•図書館OPACなど⾃館のコンテンツから、商⽤のデータベースに⾄るまでを統合的に検索
できます

•視覚的に⼯夫されたユーザインターフェース上で検索結果を統合的に表⽰で

きます

機能

•クラウドサービスとしての提供

•図書館や各種の商⽤データベース等から収集されたメタデータを統合した、ウェブスケール
な検索⽤の「セントラルインデックス」を所有

•電⼦リソースに対し、定期的に⾃動でデータ更新（ハーベスト）を⾏うための仕組みを持
ち、利⽤者に最新の検索データを提供

•単⼀の検索窓で検索を⾏えるほか、検索結果全てを「関連度」順に表⽰

特徴（四つの要件）
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収録されているレコード件数
（総計）

（佛教⼤学図書館で全⽂が読める電⼦コンテンツのみ）
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少なくとも

18

学術情報を網羅的に提供するということが⽬的であれば、ウェブスケールディス
カバリーの導⼊は効果的な選択肢のひとつになるでしょう
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広報的情報への対応
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佛教⼤学図書館の場合

http://bird.bukkyo‐u.ac.jp/

図書館ポータルサイトで「お知らせ」の提供や、独⾃に構築した専⽤のウェブ
サイトへのアクセスを提供しています
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まナビゲーション

利⽤者のさまざまな疑問が解決できるような情報をQ&A形式で提供しています
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佛教⼤学図書館施設ガイド（１）

図書館施設の利⽤⽅法などの説明が中⼼ですが・・・
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佛教⼤学図書館施設ガイド（２）

Googleのインドアビュー機能を⽤いて、図書館のバーチャルツアーができるよう
にしています
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いずれも

http://current.ndl.go.jp/node/28803

http://current.ndl.go.jp/node/24952

国会図書館のカレントアウェアネスで取り上げていただけました。
学外向けの広報として、とても意義のあることです。
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「中間的情報」の活⽤
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中間的情報とは？

図書館で提供すべき情報

学術情報

中間的情報

広報的情報

中間的情報とは、「学術情報」でありながら「広報的情報」の性質を持つ
情報のことです
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佛教⼤学図書館の例

『洛中洛外図屏⾵』と呼ばれるものです
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『洛中洛外図屏⾵』の学外利⽤状況

• 2012年7⽉18⽇〜9⽉20⽇ 江⼾東京博物館開館20周年記念「⼆条城」展

• 2013年8⽉1⽇〜9⽉8⽇ 京都⽂化博物館「祇園祭－綾傘鉾の名宝」展

• 2015年7⽉11⽇〜9⽉6⽇ ロシア・エルミタージュ美術館「The Cosmos in 

A Tea Bowl」展

• 2015年9⽉22⽇〜11⽉15⽇ ロシア・プーシキン美術館 同上

展覧会

• 2013年7⽉31⽇ NHK歴史ドリームチーム「⾦閣の謎を解き明かせ」

メディア

ここ数年多くのメディアや展覧会で取り上げられるようになり、佛教⼤学図書館の
広報に役⽴っています
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ほかの資料も
『羅⽣⾨』

• 2012年11⽉9⽇〜2013年2⽉2⽇ 京都⽂化博物館「羅城⾨の記憶〜模型の楽しみ⽅３」展

『都名所百景』

• 2014年12⽉15⽇・22⽇ BSフジ 「発掘！歴史に秘めた恋物語」

『改正京町繪圖細⾒⼤成』

• 2015年1⽉10⽇ BS11「古地図を巡る歴史散歩」

『浄⼟三部妙典』

・2016年4⽉4⽇・6⽇ Eテレ「100分de名著」
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転機はどこにあったのか？

2007年の旧「電⼦資料庫」の公開と、
2012年の現「デジタルコレクション」の公開がターニングポイント

http://current.ndl.go.jp/e1315
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佛教⼤学図書館デジタルコレクション

http://bird.bukkyo‐u.ac.jp/collections/
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学外に⾒せる⼯夫

さまざまな理由から、学外への画像公開ができない資料であっても、
資料の名前や概要だけはアクセスできるようにしてあります
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なぜ「中間的情報」の活⽤が必要？

• 佛教⼤学図書館ひいては、佛教⼤学の知名度を上
げることができます

• 図書館も⼤学も組織として存在感を⾼める「広
報」を⾏うことは⼤切です

• ⼤学図書館であろうと、存在感が⼩さい組織は、
運営が厳しくなってしまうかもしれないからです
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ウェブサービスと図書館員
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図書館ウェブサービスの構築体制（欧⽶の例）

• 図書館にシステムライブラリアンのほか、ウェブサービスライブラリア
ンといった専⾨性の⾼い図書館員を雇⽤している場合がある

• ウェブサービスライブラリアンがいなくても、ウェブデベロッパー、
ウェブデザイナーなどを配置している場合がある

• 図書館ウェブサイト（ウェブサービス）の内容等の管理は図書館が⾏う

• 図書館員、ウェブの専⾨家、システムベンダの⽇常的協⼒の中でウェブ
サイト（ウェブサービス）を管理

つまりウェブサービスが、図書館員と同じような専⾨性を帯びたウェブの専⾨家
を尊重する形で構築されていることになります
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インターフェースデザインの更新（欧⽶編）

図書館員

•「ウェブサイト
とOPACに○○ボ
タンつけたいん
ですが。便利な
のでこの辺がい
いかな」

ウェブデザイナー

•「その場所より
も、△の位置に
■のような感じ
でつけると、視
覚障害の⽅でも
⼗分ユーザビリ
ティが確保でき
ます」

システムベンダー

•「システム
的に可能で
す。つけま
しょう」

・最新のウェブサイトに関する知⾒を反映できることで、利⽤者の満⾜度
を⾼められる
・図書館員の「思い込み」に対しても⻭⽌めがかかる
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図書館ウェブサービスの構築体制（⽇本の例）

• 図書館に専属のシステム担当がいる場合はあるが、
ウェブの専⾨家の採⽤は少ない

• 図書館ウェブサイト（ウェブサービス）の内容等
の管理は図書館以外の広報課や情報システム課が
⾏う場合もある

• 図書館員と、図書館外の部署、システムベンダで
ウェブサイトを管理することも
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インターフェースデザインの更新（⽇本編）

図書館員

•「ウェブサイトと
OPACに○○ボタ
ンをつけたいんで
すが。便利なので
この辺がいいか
な」

広報課or情報シス
テム課担当

• 「どうですか
ね。ベンダー
さんに聞いて
みます」

システムベンダー

• 「システム的
に可能です。
つけましょ
う」

・デザインへの視座が⽋けており、「⾏けてない」サイトになるかもしれない

・ボタンができても、利⽤者が本当に使いやすいか否かの考慮がなく、図書館員

の「思い込み」による誤った選択でも、⽌める存在も⼿⽴てもない
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図書館ウェブサービスを現実的に考える
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ウェブデザイナーやウェブデベロッパーの
関わりをどう捉えるか

• ⽇本の図書館はライブラリアンという専⾨職が少なく
なる傾向

• 図書館でウェブデザイナーやウェブデベロッパーの正
規採⽤が⼀般的になる状況を作るのは⼀般的に困難

正規採⽤が困難であれば時間雇⽤、あるいは派遣職員という形で、ウェブデザイ
ナーやウェブデベロッパーが雇⽤できないかを考えてみたい

それも無理ならウェブデザイナーやウェブデベロッパーを図書館の外で確保し、
緊密な連携を⾏うことで対応するしかないが、「落とし⽳」にはまらないように
すべき
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はまりやすい落とし⽳

• ⼀般のウェブデザイナーやデベロッパーが図書館の情報
技術やサービス理論に習熟しているわけではない

• ⼀般のウェブサイトでは考えられないような情報提供の
流れやツールなどがある（ex.リンクリゾルバ、ディスカ
バリサービス等）

• 図書館やシステムベンダが丸投げしても事実上困難

よりよい図書館ウェブサービスの構築には、基本的に図書館員の介
在が不可⽋
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分業的協⼒体制の再認識

• 図書館員はサービスのプロとしての機能提案

• システムベンダーはシステムのプロとして特化。ユーザ
インターフェースとの切り離し

• ウェブデザイナーはユーザビリティを第⼀としたユーザ
インターフェースの構築・改良。図書館員の意⾒を的確
に反映できるスキルを⼊⼿

これを図書館員が認識し、ステークホルダーに認識させることで図書館ウェブ
サービスはよりよい存在に変わっていきます
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たとえば図書館員にしかできないこと
⼀般のウェブサービスから得られる知⾒
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近頃、ウェブでよく聞く⾔葉です

http://japanknowledge.com/lib/display/?lid=50010A‐126‐0153
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キュレーションメディアの現況分析

• 情報源の取捨選択において特定のバイアスがかかる場合があり、注意が必要だが、
⼗分に認識されてはいません

• 情報が⼈の⼿で適切に整理されれば、利⽤者にとって有⽤なものとして、広く受
け⼊れられることを⽰しています。

ニーズ

• ウェブ上の情
報が多くなり
すぎて、必要
な情報を⼗分
に探せない

登場

• 特定の主題に
関し、膨⼤な
情報を⼈の⼿
で抽出・整理
して公開

受容

• その⾒やすさ
と使いやすさ
から、幅広く
普及

図書館員にとっては、実に⽰唆に富む話です！
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図書館ウェブサービスに照らしてみます
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ウェブスケールディスカバリーのレコード
件数を考えてみましょう

（総計）

（佛教⼤学図書館で全⽂が読める電⼦コンテンツのみ）
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どうすれば適切な表⽰順になるでしょうか

⾃館のコンテンツを上位に表⽰されるべきでしょうか？
新聞の表⽰順は低くしたほうがよいでしょうか？
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どうすれば利⽤者にとって使いやすい絞り
込み（ファセット）を作れるでしょうか

ファセットの項⽬として、何を選択できるようにするべきでしょうか？
その項⽬を増やしていくには、どういった努⼒が必要でしょうか？
利⽤者にファセットの有⽤性を知ってもらうにはどうしたらよいでしょうか？
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キュレーションメディアと似ています

• 図書館員の⼿で、適切かつ信頼できる学術情報が、適切
な順序で表⽰されるように管理できなければなりません

• 直感的なわかりやすい画⾯で、学術情報が表⽰されるよ
うに、「⾒せ⽅」について、図書館員が気を遣わねばな
りません

• いうなれば、「情報」と「画⾯」の両⾯におけるデザイ
ン能⼒が必要になっているのです
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あらゆる情報を適切に扱うために
これからの図書館員として
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図書館ウェブサービスを運営する上で
必要とされる知識

•「紙」の資料（図書・古典籍・⽂書等）に対する深い知識

•「電⼦」の資料に対する深い知識

•図書館のシステムに関する深い知識

•ウェブ技術に対する基本的な知識

•デザインに対する基本的な知識

学術情報

•マーケティングに対する基本的な知識

•ウェブ技術に対する基本的な知識

•デザインに対する基本的な知識

広報的情報

※ 「基本的な知識」が「深い知識」になるとより素晴らしいですが･･･
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必要とされる能⼒

• 学術情報であろうと、広報的情報であろうと、そ
の情報が利⽤者や社会にとって役に⽴つものであ
ると⾒出す「⽬利き」能⼒が必要です

• 情報をそれを必要としている⼈の⼿元に届けるこ
とが図書館の理想です

• そのために、⾃分が有する専⾨的な知識を⾃由に
組み合わせることのできる能⼒が必要です
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さいごに
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皆さんへお伝えしたいこと

• 「デザイン」に対する感性を磨きましょう。それが図書

館の情報を扱う糧になります

• 学術情報を扱う際に必要とされる技術は閉じたものでは

なく、ウェブ世界との密接なつながりのなかにあります

• 世界の中の図書館である（孤⽴していない）という意識

も⼤切です

図書館が「今」必要としている知識を⾝につけた図書館員を⽬指しませんか！
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ご清聴ありがとうございました


