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１. Webサービスとは？
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いただいたお題「Webサービス」

→「Webサービス」ってなに？？？
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辞典の定義：ウェブサービス

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．狭義にはSOAP（Simple Object 
Access Protocol）というプロトコルでの通信やWSDL（Web 
Services Description Language）⽂書形式を通じて，特定の
データ交換をウェブ上で⾏う⽅法を指す．

『図書館情報学⽤語辞典』 第4版, 丸善出版,  2013.

5



辞典の定義：ウェブ
インターネット上に分散している情報やサービスをハイパーテキス
ト形式に構造化し，語句や図象を選択することで，関連する情報の
⼊⼿，サービスへのアクセスができるようにしたクライアントサー
バ型システム．⽂字，画像，⾳声，Javaアプレットなど多様なオブ
ジェクトを統合したマルチメディアシステムである.（後略）

『図書館情報学⽤語辞典』 第4版, 丸善出版,  2013.

「インターネット上で情報を公開したり、
閲覧したりできるしくみ」
⼤向⼀輝『ウェブらしさを考える本』丸善出版, 2012
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辞典の定義：情報サービス

（1）図書館の情報提供機能を具体化するサービス全般．レ
ファレンスサービスがこれにあたる．
（2）レファレンスサービスを⾼度に，あるいは能動的に伸展
させた各種のサービス．オンライン検索，CD-ROM検索，
SDI，カレントアウェアネスといったサービスが相当する．
（3）図書館が情報を扱う機関であるとの認識から，図書館が
実施するサービス全体．

『図書館情報学⽤語辞典』 第4版, 丸善出版,  2013.
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つまり……

Webサービス

＝「インターネット上で提供される
図書館が実施するサービス全体」

＝ 図書館ウェブサイトから提供していること全部
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２．Webサービスの種類
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「図書館が実施するサービス全体」

この研修のコマに沿って考えてみましょう。

閲覧・ILL・レファレンス

情報リテラシー

雑誌

資料収集

⽬録

Webサービス

オープン
アクセス

広報 10



Webサービスの例
本研修でのカテゴリー Webサービスの例

閲覧・ILL・レファレンス
オンライン閲覧サービス（予約・配送・更新な
ど）、施設予約、Webレファレンス受付、レ
ファレンスガイド

情報リテラシー 動画による反転授業
雑誌 電⼦ジャーナル、データベース
資料収集 オンライン購⼊受付、電⼦ブック
⽬録 OPAC、ディスカバリーサービス
広報 Webサイト、Twitter、Facebook
オープンアクセス 機関リポジトリ、デジタルアーカイブ

……etc. 他にもあるかもしれません。
これからも技術の発展に伴って、新しいサービスが⽣まれるかも。
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例１ 閲覧・ILL：オンラインサービス

図書館システム経由
他⼤学ではどんなサービスを？
他図書館のサイトを⾒てみよう。

ワンポイント
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例２ レファレンス：オンライン受付

利⽤者とのやり取り
個⼈情報の保護に注意！
メールで受け取る職員全員がしっかり認識

ワンポイント
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例３ 情報リテラシー：反転授業

「⼤学図書館の活⽤と情報探索」 全学共通科⽬：前期

情報リテラシーの教材
誰でも使える環境で提供しよう

例：動画ならYouTube
メンテナンスしやすい作り⽅

ワンポイント
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例４ 雑誌：電⼦ジャーナル

資料情報の提供
どういう⾒せ⽅をするか？
発⾒するためのツールをなるべく幅広く提供。

例：電⼦ジャーナルリスト、OPAC、
ディスカバリーサービス、リンクリゾルバ……

ワンポイント
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ディスカバリーサービス
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リンクリゾルバ
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例５ 資料収集：オンライン購⼊受付

オンライン受付
全体のフローを詳しく⽰す。

例：どういう基準で購⼊可否が判断？
どのような流れで図書館に⼊る？

対⾯じゃないからこそ、丁寧に。

ワンポイント

18



例６ ⽬録：OPAC

データの作成
各所で作成したデータがつながっていくことを
意識した⽬録作成を。

例：著者名典拠

ワンポイント
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例７ 広報：Webサイト

Webサービスの⼊り⼝
誰もが使いやすいサイトを

例：モバイルファースト

セキュリティに注意

ワンポイント
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Twitter、facebook

運⽤⽅針を決める
少しずつでもなるべく毎⽇

ワンポイント
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例８ オープンアクセス：機関リポジトリ

次章で少し詳しくご紹介します
現在、最もホットな分野！
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３．機関リポジトリと
オープンアクセス
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機関リポジトリとは？

「⼤学がその構成員に提供する、⼤学やその構成員により作成された
デジタル資料を管理し発信するための⼀連のサービス」

（クリフォード・リンチ Clifford A. Lynch 2003）

学外への⽂献提供サービス、ではなく

学内の⼈に、
⾃⾝の研究教育成果を広く公開するための
プラットフォームを提供するWebサービス
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オープンアクセスとは？

[ピアレビューされた] それらの⽂献が、公衆に開かれたインター
ネット上において無料で利⽤可能であり、・・・財政的、法的また
技術的障壁なしに、誰にでも許可されることを意味する。
（Budapest Open Access Initiative BOAI 2002）

学術⽂献を、インターネット上で
誰もが 無料で 利⽤できるようにすること。
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オープンアクセス：背景

＝ 学術雑誌価格の⾼騰

“シリアルズ クライシス”

「学術情報流通を研究者の⼿に」
オープンアクセスの流れ
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オープンアクセス：２つの⽅法

ゴールドOA（オープンアクセス出版）
投稿先のジャーナルでオープンアクセスにする
→オープンアクセスにするための費⽤（APC) を

著者が⽀払う

グリーンOA（セルフアーカイブ）
著者が⾃分で研究成果を公開する
→この受け⽫として機関リポジトリや分野別

リポジトリなど。
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オープンアクセス：政策

「公的資⾦による研究成果は広く公開すべき」
各国や研究資⾦助成団体などが、OAを推進

博⼠学位論⽂のインターネット（原則として機関
リポジトリ）での公表義務化（2013.4）

「⼤学等は、機関リポジトリをグリーンOAの基盤として
さらに拡充すべき。」
⽂部科学省 「学術情報のオープン化の推進について（審議まとめ）」
(科学技術・学術審議会 学術⽂化会 学術情報委員会 2016.2)

⽇本
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オープンアクセスからオープンサイエンスへ

論⽂のオープンアクセス
＋

研究データのオープン化

内閣府「我が国におけるオープンサイエンス推進のあり⽅について」
（国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会 2015.3）

イノベーションの創出

オープンサイエンス？
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機関リポジトリのワンポイント

研究者への公開勧誘（担当者以外の⽅も！）
著作権

リポジトリ掲載＝著作権者の許諾が必要
識別⼦

DOI、ORCID……
研究データ（これから）

ワンポイント
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⼀次資料のオープンアクセス
：デジタルアーカイブ

IIIF 
画像データを共通の形式で呼び出し、
表⽰できるようにする国際規格

ワンポイント
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５．まとめ

32



「オープン」と「つながり」
Web社会→あらゆる情報がオープンにつながる社会

データもつながっています。
図書館界だけでなく、世界中の情報と。
常に意識を「オープン」に（図書館を超えて！）

⼈もつながっています。
Webの向こうには、常に⼈がいます。
⾊んな部署ともつながりを持って。

その中で「図書館職員」ができることは？
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ランガナタンの「図書館学の五法則」

１．図書は利⽤するためのものである
２．いずれの読者にもすべて、その⼈の図書を
３．いずれの図書にもすべて、その読者を
４．図書館利⽤者の時間を節約せよ
５．図書館は成⻑する有機体である

(ランガナタン, S.R. 図書館学の五法則. 森耕⼀監訳. ⽇本図書館協会, 1981.)
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もっと知りたい⽅へ

• 2016年度近畿イニシア初任者研修「Webサービス」
https://www.kinkiinitia.org/wp-content/uploads/training/2016tra_document_4.pdf

• 2014年度近畿イニシア初任者研修「Webサービス」
https://www.kinkiinitia.org/wp-content/uploads/training/2014tra_document_6_1.pdf

• NII学術情報ウェブサービス担当者研修 （H27年度で終了）
https://www.nii.ac.jp/hrd/ja/portal/index.html

• カレントアウェアネス
http://current.ndl.go.jp/

• STI Updates
http://jipsti.jst.go.jp/johokanri/sti_updates/
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