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Ex Libris Almaが最高の新世代ソリューションである１０の理由
1. 単一の統合ソリューション

Almaは、
重複したワークフローやデータをなくすため、
図書館が管理する縦割り

業務を統合することで今日の重要課題に対応します。
Almaはすべての種類の情報リソース
（電子、
紙、
デジタル）
に対して統一された
ワークフローを提供し、
自動化プロセスを使用することで、
図書館員がコレクショ
ン管理に費やしていた時間を大幅に削減します。
この合理化された環境で、
電子・
紙・デジタルリソースを横断的に選定したり、
スマート・フルフィルメントといった新
しいサービスが可能になります。

基本的に別々のソフトウェア環境をリンクしたコレクションであるその他のサー
ビスとは異なり、
Almaは電子・紙・デジタルなどあらゆるタイプの図書館リソース
を管理するために必要なすべての機能を１つのサービスに搭載しています。

2. インスティチューション・ゾーンとコミュニティー・ゾーンのある
ハイブリッドモデル
Almaには、
共有のコミュニティー・ゾーンとローカルおよびインスティチューショ
ン・ゾーンのカタログをサポートするメタデータの管理環境があります。
コミュニテ
ィー・ゾーンには電子リソースの広範囲かつ豊富なCentral Knowledge Base、
お
よび書誌レコードのCommunity Catalogが含まれます。
このカタログは、
すべての
Alma導入図書館におけるMARCのソースとなり、
図書館同士がコラボレーティブな
メタデータ管理環境で直接協働することを可能にします。
インスティチューション・ゾ
ーンには自ら自分だけのユニークなものであると指定したデータをおきます。

!

Ex Libris はコミュニティー・ゾーンのレコードに対していかなる所有権も主張せ
ず、
実のところ、
このオープンデータ哲学が実践され最善を尽くして維持されるこ
とを担保するためのアドバイザリーグループを創設しました。
データを閉じたまま
にしているいくつかのベンダーとは対照的に、
Ex Librisはオープンであることに注
力しています。
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3. 図書館員の業務を最小化

機能指向の従来のILS(Integrated Library System)環境とは異なり、
Alma

はタスク指向かつ図書館員のワークフローを合理化することにフォーカスして
います。
ビジネスプロセスエンジンがAlmaワークフローの背後にあり、
図書館
がルールを決めれば、
タスクの自動化を行うことができます。
その結果、
図書
館員が対応する必要があるのは例外ベースのワークフローのみです。
これに
より、
図書館員の貴重な時間が確保され、
効率的なワークフローが確立されま
す。
以下は、
Almaがユーザーへのサービスを向上させながら、
図書館員のワ
ークフローを合理化させるいくつかの例です。
スマート・フルフィルメント
(貸出・返却・リソースリクエストなど)
Almaはユーザーに対し、
分かりやすい
フルフィルメントサービスを提供し、
同時
に統一されたワークフローと分析を通じ
てフルフィルメントワークフローの合理化
および最適化を行います。
Primo ディスカ
バリーソリューションとの密接な連携によ
り、
Almaの統合されたリソース管理が、
エ
ンドユーザーにとって便利なサービスとし
て現れてきます。

インテリジェントなコレクション構築
Almaは、
利用率情報や利用１回分あた
りの費用といった要素から学術情報の選
定、
入手、
そして評価プロセスを可能にしま
す。
それはコレクション構築のための予算
を最大限に活用することを可能にします。
また、
Almaは利用者主導の学術情報入手
や、
電子書籍の利用に対する新しく進化的
なモデルも含め、
コレクション構築のため
の様々なモデルをサポートしています。

このタスク指向はAlma全体を通して見受けられます。
ホームページまたはダッシュボー

ドには、
個別の図書館員にアサインされたタスクまたは例外リスト、
さらに通知へのリン

ク、
「ダッシュボード」
のような統計、
そして報告がのります。
Almaの各画面にはタスクリスト
への固有のリンクがあり、
ワークフローがフォーカスされ合理化されて表示されます。
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4. エビデンスに基づいた意思決定
２１世紀の図書館マネジ

メントシステムには、
図書館
のコレクションに対する投資
を最大化し、
図書館員の
効率性と生産性を保証し、
図書館がエンドユーザー及
び大学・研究機関にもたら
す価値を証明する強力かつ組み込み式の分析ツール一式が必ずあります。
Ex Libris Almaには、
分析を日々のワークフロー – 選定基準の一部としての利
用率や費用の情報など – へと統合するパワフルなツール一式が含まれ、
図書館員
と管理業務者が知識を持って意思決定するために必要な情報を提供します。
Alma
のビジネスインテリジェンス・レポートツールは、
有意義かつ有用な分析を図書館
内外の管理者が利用できるようにします。

5. 業務ニーズに対応した高度な設定

どの図書館も異なるため、
Almaは各図書館特有のプロセスと業務ニーズに見

合う柔軟かつ高度な設定オプションを提供します。
これらの設定オプションはソリ
ューション全体に渡り、
ダッシュボードに表示されるコンテンツとスコープ、
自動化
された発注承認のためのコストの閾値といったワークフローのルールを決定でき
る機能、
フルフィルメント
（貸出・返却・リソースリクエストなど）
におけるルーティン
グルールをカスタマイズするオプション、
カタログ編集者が新たな図書目録デー
タをインポートするための統合ルールを設定できる機能、
そしてシステム図書館員
がプロファイルおよびセキュリティ項目の設定するための多様な選択肢を含む幅
広いエリアをカバーします。
一口に言えば、
Almaは高度に設定可能なソリューショ
ンを通して、
現状及び発展していく業務ニーズに見合うための柔軟性を持って設
計されているのです。
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6. 多様なフォーマットをサポート

あらゆる図書館サービスにおいて、
MARCフォーマットが今でも重要な要素であ

る一方、
新世代のシステムは様々なメタデータスキームをサポートできなければな
りません。
AlmaはMARCだけでなく、
Dublin Core、
UNIMARC、
KORMARCなどの
他、
Linked Open DataやBIBFRAMEといった新しいフォーマットにも対応していま
す。
Almaはマルチフォーマット設計の利点を活かし、
Alma内で管理可能なその他の
新しい図書館コンテンツなどの発展的ニーズに対応するため、
このサポートを拡張
させ続けます。
さらに、
日本の図書館のワークフローをサポートすることの重要性を
認識し、
NACSIS-CATやNACSIS-ILLなどの国内サービスとのインターフェースを目
的としたCAT-PからMARC21への変換サポートを現在開発中です。

市場で提供されているその
他のサービスは、
MARCフォー
マットのみにフォーカスしてい
るか、
今日の図書館が管理す
る増大していく電子及びデジタ
ルリソースに対して限定的なサ
ポートしか提供していません。
そういったソリューションは、
新
しく台頭するフォーマットをサ
ポートできるように設計されて
いません。

7. コンソーシアムのコラボレーション支援

Ex Librisには、
様々な種類や規模のコンソーシアムへソフトウェアを提供してき

た数十年もの経験があり、
今日の図書館が、
カタログ作業やリソース共有、
その他の
オペレーションにおいて、
しばしば異なるコンソーシアム間の関係性を持っているこ
とを認識しています。
Almaは当初から、
運用労力を重複させることなくコラボレーシ
ョンを可能にし、
共通のリソースを活用できるよう構築されています。
Almaは高度に
柔軟なポリシー、
カスタマイズできるプロセス、
学術情報入手における共同の選定
機能、
図書館同士でのリソース共有のネイティブサポート、
そしてさらなる機能によ
り、
コンソーシアムのニーズに最適化しています。
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8. デベロッパーネットワークで柔軟に活用

ウェブベースでオープンなインターフェースを使うことで、
Almaは大学システムを

含むその他のシステムとシームレスに
統合することが可能です。
図書館は
大学・研究機関特有のニーズに合わせ、
自由にアダプターやアプリを作成する
ことができます。
数年前にデベロッパー
ネットワークを発足させて以来、
Ex Librisは学術情報入手、
ユーザー管理、
フルフィ
ルメント
（貸出・返却・リソースリクエストなど）
、
リソースマネジメントといった図書
館マネジメントにおける重要なエリアにおいて数百ものREST APIを作成してきまし
た。
そのためAlmaは現在、
世界中の何百もの学校から一日に１００万を超えるAPIト
ランザクションを常に取り扱っており、
Alma利用者に付加サービスへのアクセスを
提供し、
多くの図書館員の日常タスクを自動化しています。

9. 費用の削減と投資対効果の改善

投資対効果を改善し、
図書館インフラ

の維持管理総経費を削減するため、
Alma
はクラウドベースのSaaSとして提供され
ています。
さらに、
Almaのインフラのコア
である共有データサービス環境は従来の
メタデータ管理サービスを合理化するだ
けでなく、
データマイニングや分析をベー
スとした新しいサービス構築の可能性を
提供します。
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すべてのEx Librisクラウドデ
ータセンターは、
SSAE-16および
ISO27001の証明を得ており、
セキュ
リティ及び高度な可用性に関する
最も高度な基準を満たしています。
専任のセキュリティオフィサーに加
え、
Ex Librisは専任のクラウドチーム
に２４時間週７日、
３６５日クラウドオ
ペレーションを監視させています。

10. 深い機能性

図書館の運用及びニーズのすべての幅をカバーするソリューションを開発

するには、
図書館のワークフローに深く精通していることが求められます。
Ex
Librisには、
図書館マネジメント・ソリューションの開発と提供における２５年以
上の経験があります。
この経験は、
Almaのワークフローの随所にはっきりと現
れています。
それぞれのワークフローが – それが学術情報入手であれ、
カタロ
グ編集であれ、
フルフィルメント
（貸出・返却・リソースリクエストなど）
であれ –
図書館員たちにとって見覚えがあり、
認識できる広範囲かつさまざまな選択肢
を提供します。
この深い機能性が、
Almaを市場で最も先進的かつ強力なソリューションた
らしめるものです。
これが、
Almaを初めて見る図書館員たちが、
Almaの提供す
る機能の深さと幅は他と比べ物にならない、
と口を揃えて言う理由です。
お問い合わせはEx Libris日本代表
渡辺麻子まで
Asako.Watanabe@exlibrisgroup.com
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