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Almaが提供できること

 　私たちは、常に繋がるダイナミックな世界に住んでいます‐いつでもどこでも、ほとんどすべてのものに
アクセスできるデジタル世界です。最適でパーソナライズされたサービスが期待されるようになりました。

　この環境下で図書館にも変革が起こっています。ライブラリアンは、より少ないリソースでより多くのこと
を行い、日常業務をダウンサイズして新しく魅力的なサービスを創造し、学生、大学およびその意思決定者
により多くの価値を提供することが期待されています。これは、革新的かつ協力的に学術機関のエコシステ
ム全体と繋がることを意味します。

　Ex Libris Almaは、このような課題すべてに対して最適な方法で対応するために、図書館にこれまでにな
い機能を提供します。

時間とリソース 
の削減

毎日のライブラリプロセスとワークフローを合理化し、組み合
わせてシンプルにします。

クラウドベースソリューションとして毎月更新するので、最新サービ
スと新しい開発が確かなものとなり、ライブラリアンは創造的イノベ
ーションに集中できます。

オープンインフラストラクチャにより、大学システムへの直接接続、
新規サービスの開発、そしてEx Libris高等教育ソリューション全般
の利用が可能になります。

業務プロセスの一貫した自動化により、学生や教員、研究
者があらゆる種類のリソース（印刷物、電子リソース、デジタ
ル）にすばやくタイムリーにアクセスできます。

高度なコンソーシアム機能、コミュニティゾーン、高度なリソース共有機
能、コレクション・デベロップメントなどにより、コラボレーションのメリッ
トを最大化しながら、図書館をより低いコストで運用します。

革新

接続

学生・教員・ 
研究者が最大活用

コラボ利用
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Almaへようこそ 
　Ex Libris Almaは、冊子体、電子リソース、デジタルリソースの収集、管理、フ
ルフィルメントをサポートする、統合されたクラウドベースのライブラリサービス
プラットフォームです。

　Almaは、縦割り業務を分解し、一貫した体系的な合理化によって長いプロセ
スを排除し、業界で最もコスト効率の高いライブラリ管理ソリューションを提供
します。世界で最も急速に成長しているライブラリサービスプラットフォームで
す。

　革新的なAlmaのカスタマイズとアプリケーションにより、世界に展開する顧
客の知識共有グループの活動は豊かなものなりました。プラットフォームの高
い順応性や持続可能性、スケーラビリティは、現在および将来のメタデータ標
準、オープンスタンダード、およびさまざまなタイプのライブラリコンソーシアム
でのコラボレーションをサポートすることで、将来にわたって継続的に提供され
ます。
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サービスの詳細

収集 メタデータ管理

　Almaは、すべての種類のリソース（印刷物、電子リソー
ス、デジタル）において、発注から受け取り、電子リソース
のアクティベイトおよび請求書発行まで、エンドツーエン
ドの収集ワークフローを合理化します。Almaシステムで
は、プロセスの自動化とライブラリが定義したルールによ
り、大部分の業務を自動的に管理します。ライブラリアン
は、手動による介入が必要な業務のみに集中すればよい
のです。

　Almaでは、電子リソースと冊子体の発注自動処理と、
ライブラリアンの介入を要する発注承認の両方がワーク
フローに組み込まれます。事前に定義されたポリシーに
基づいて、発注を承認したりリジェクトしたり、スタッフに
アサインすることができます。関連する購入リクエストを1
つの発注に集約し、人の介入なしに指定のベンダーに送
信します。発注の大部分は自動処理され、リクエストから
発注まで直接流れていきますが、ライブラリアンの確認が
必要な場合は、タスクリストに自動的にリストされます。

 　Almaでは、自大学が所蔵している資料、大学のコレク
ション、および共有リソース（コンソーシアムなど）をシー
ムレスに調整する機能により、大学やコンソーシアムに柔
軟かつ広範なカタログを提供します。

　自大学の所蔵リソースを表すAlmaのインスティチュ
ーション・ゾーンは、データおよびワークフロー管理の
中心です。図書館は、インスティチューション・ゾーンの
レコードをコミュニティゾーンまたはネットワークゾーン
（下記参照）のメタデータレコードにリンクできるため、
ローカルでダウンロードして手動で管理する必要があり
ません。Almaのオープンデータアプローチは、コミュニテ
ィゾーンのレコードがAlmaコミュニティに公開されてお
り、Almaコミュニティによって所有および管理されてい
ます。Ex Librisはこのようなレコードの所有権を主張せ
ず、それらの使用または再利用を制限しません。

Almaの主要なライブラリサービスをご紹介します。

ご存知ですか?
平均して1.8日毎に新しい機関がAlmaを導入し
ています。
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フルフィルメント

デジタルリソース管理

　Almaは冊子体を貸出するという従来の図書館システ
ムの概念を超えて、冊子体、電子、およびデジタルリソー
スを統合してエンドツーエンドのフルフィルメントを提供
します。

　Almaのスマートフルフィルメントは、エンドユーザーへ
のリソース配信を管理する一連の機能を意味します。これ
には、冊子体貸出リクエストとポリシー、電子リソースへの
リンクソリューション、デジタルアクセスと権利管理が含
まれます。スマートフルフィルメントは、利用可能なリソー
スの露出を最大化し、エンドユーザーにとって重要なオプ
ションを提供します。

　Alma Digital Resourcesは、冊子体や電子リソースと
同じ環境で、デジタルリソースをキュレートし、管理し、保
護し、ディスカバリーサービスで検索でき、デリバリーする
ための管理ソリューションです。

　Almaは、PrimoやSummonなどのディスカバリー・シス
テムにおけるデジタルリソースの可視性を高め、デジタ
ル、電子、および冊子コンテンツをまとめて検索結果に表
示させることができます。階層的コレクションはテーマ別
のブラウジングを促進します。Almaのビューアまたは選
択した1つを介したデリバリーは、アクセス権と著作権の
追跡によって管理されます。

　デジタルの表示は、1つまたは複数のファイルから、1つ
ずつ、または効率的な一括取り込みプログラムを利用し
て簡単に作成できます。Almaは、OAI-PMHなどの基準を
使用したサードパーティシステムからの移行、およびEAD
形式のメタデータからのコレクションの作成をサポートし
ています。

　研究者や学生は、デポジットウィジェットを介してデジタ
ルコレクションに自分の論文を載せることにより、図書館
へのエンゲージメントを深めることができます。ライブラ
リアンは、シンプルな承認ワークフローを使用して、各リ
クエストをすばやく承認またはリジェクトすることができ
ます。

　Almaは、レコードのインポートやパブリッシュといった
コア機能を自動的かつ定期的に実行するように設定でき
ます。図書館側は、レコードのインポート、パブリッシュ、
エクスポート用に1つ以上のプロファイルを設定するだけ
です。

　Almaは、BIBFRAMEなどの最新スタンダードを
含む、複数のタイプのメタデータをサポートしていま
す。BIBFRAMEリンクデータモデルは、ライブラリアンの
Almaユーザーインターフェイスやエンドユーザー向けに
さまざまな方法で公開され利用されます。既存の「レガシ
ー」カタログレコードは、Alma内の大規模なオープンAPI
とインターフェースを使って活用できます。

　Ex Librisが管理・更新するセントラル・ナレッジベース
（CKB）は、Almaの共有データサービス環境で、各ベンダ
ー製品の最新情報を追跡し搭載します。CKBを検索し、
収集したいコレクションを見つけると、コレクション全体ま
たはベンダーからライセンスされたタイトルの選択的サブ
セットの収集ワークフローが開始できます。発注が送信さ
れると、アクティベーションタスクリストのウィザードを使
用して電子リソース資料を簡単にアクティベイトすること
ができます。

　アクティベーションタスクリストでは、リソースのアクテ
ィベーションに関連するさまざまな業務ができます。例え
ばその資料が利用可能であることを検証したり（Almaの
組み込みリンクリゾルバ機能を使用）、特定コンテンツの
同定やリソースのカバレッジ、エンドユーザーがディスカ
バリーサービスで検索できるようにしたりすることが含ま
れます。
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コラボレーションとコミュニティ Almaアナリティクス

　Almaはオプションで、ネットワークゾーンと呼ばれる専
用のコンソーシアムモデルを介して個々の機関のグルー
プと接続し、そのすべてのメンバーが同じインターフェー
ス、プロセス、機能を使用することができます。

　統合された作業環境でのコラボレーションをサポート
し、さまざまな種類の機関やさまざまなコンソーシアムパ
ラメーターにおける、活動用の共有カタログと組み込み
機能を備えています。

　コラボレーションする図書館は、共有ポリシーを一元管
理し、ワークフローを定義できるため、すべての機関が単
一の設定で利用できます。これは、多くの機関を管理する
サービスプロバイダーや、強力な集中管理を行うコンソー
シアムにとって典型的な仕組みとなっており、一元管理さ
れた購入ワークフローは、顧客主導型の購入や承認に関
係なく、リソースの収集に必要な労力、コスト、時間を削減
します。図書館は、電子リソースの交渉と購入のために、
ワークフローを合理化し、エンドユーザーがより多くのリ
ソースを利用できるようにする収集ネットワークを介して
コラボレーションを可能にします。

　Almaではローカルカタログ内のすべてのディスクリ
プティブ・レコードを管理する必要性がないので、コラボ
レートしている図書館間で、柔軟にレコードを共有できま
す。共有レコードの場合、インデックスが付けられ、検索可
能なローカルフィールドを含めることができます。これら
のフィールドは、エンドユーザーがディスカバリーサービ
スで検索するのに使うことができます。

　コラボレートしている図書館は、プライバシー規制と法
律に準拠しながら、ネットワーク全体で統計分析レポート
を作成できます。このような組織間のレポートは、ワーク
フローとワークロードの統合を促進し、メンバー組織間の
KPI比較を容易にします。さらに、Almaのアクティブなユ
ーザーコミュニティにより、コラボレーターはお互いの経
験から学び、Almaプラットフォームへのカスタム追加から
メリットを享受できます。

　柔軟な分析機能はAlmaにとって不可欠であり、システ
ム全体に組み込まれています。Almaアナリティクスを使
用すると、事前に設定した様々なレポートとダッシュボー
ドを作成できます。またカスタマイズも可能です。さらに、
特別に任命されたスタッフが、図書館内のさまざまなアク
ティビティに関するレポートを作成し、限られた人しか見ら
れないダッシュボードも構成できます。Alma アナリティク
スは、すぐに使用できるレポートでもアドホックレポートで
も、サードパーティのレポートツールは不要です。

　Alma アナリティクスは、接続されたネットワークまたは
協力機関からのデータを利用すれば、比較レポートも作成
できます。たとえば、コンソーシアムメンバーは、ネットワー
クのすべてのメンバーからのデータを利用してAlmaアナ
リティクスレポートを作成できます。また、どのAlmaユーザ
ーも、匿名化された機関からの比較KPI（主要業績評価指
標）データを使用してベンチマーク分析レポートを作成で
きます。

ご存知ですか?
Almaは、世界40か国のお客様に選ばれてい 
ます。

Usage measures Total
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Alma統合

　Almaのバックボーンは図書館ですが、それだけではありません。大学の財務ソフトウェア、ID管理システム、HRおよび学
生システム、外部ベンダー、メタデータ管理、リモートストレージシステムと統合することが可能です。 

Almaは、NCIP、SIP、ISO-ILLなどの世界標準プロトコルを使用して構築されています。

オープンプラットフォーム

ご存知ですか?
Almaのお客様は、Ex Libris Idea Exchangeを通
じて1,000以上のアイデアを共有しています。

機関システム

Library

AlmaPrimo

S/LDAP

学生ワークステーション

セルフチェック

S/LDAP

メールサーバ

SIS
ERP

スタッフワーク
ブラウザ

ステーション 
OCLCクライアント ローカルプリンタ

Ex Libris クラウド
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国際標準規格 AlmaとAPIs

　Almaは、他のシステムとの相互運用を可能にする、広
く採用されている一連の基準をサポートしています。

NCIP、SRU、z39.50、SIP2、OAI / PMHなどの標準によ
り、コードを記述したり、サードパーティの専門家に電話を
かけたりすることなく、設定のみで統合を実現できます。

　Alma APIはREST原則に基づいて構築されており、150
を超えるREST APIをAlmaコミュニティで利用できるた
め、データとワークフローへのプログラムによるアクセス
を提供します。プラットフォームでは、毎日300万を超え
るAPIリクエストをサポートし、これらのAPIは、Ex Libris 
Developer Networkで簡単かつ迅速にアクセスできま
す。これは、Alma開発者コミュニティがアイデアや知識を
共有するためのプラットフォームも提供します。

オープンプラットフォームの真の強みは、開発者コミュニテ
ィにあります。Developer Networkには、開発者がヒント、
知恵、コードサンプル、成功事例を共有するブログが含まれ
ています。

ご存知ですか?
毎分Almaでは1,000以上のAPI呼び出
しがあります。

　Almaのスマート推奨エンジンは、あらゆる段階で役立ちます。各機関の活動の分析に基づいて、
人工知能モジュールのDARAがライブラリプロセスとワークフローを最適化する方法に関する推奨
事項を提供します。また、場合によっては、ワンクリックでDARAがサポートすることもあります。

　DARAの推奨事項は、構成オプション、リソース管理、フルフィルメント、収集など、さまざまなライ
ブラリワークフローをカバーしています。Alma AIを使用すると、毎日の作業が簡素化され、図書館の
スタッフは平凡なタスクから解放され、戦略的な図書館イニシアチブに安心して集中できるようにな
ります。

DARA: AlmaのAIアシスタント

https://developers.exlibrisgroup.com/live/
https://developers.exlibrisgroup.com/alma/apis
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　Almaは図書館管理だけにとどまりません。継続的な成長のためのプラットフォームです。

　Ex Libris高等教育クラウド環境を通じて、ディスカバリー（PrimoおよびSummon）、研究（Esploro、RefWorks、Pivot）
、および学生エンゲージメント（LegantoおよびcampusM）のための革新的なソリューションをサポートしています。個別
に利用するか、パッケージとして利用するかに関わらず、この堅牢なオプションスイートにより、図書館は変化するニーズ
に簡単に対応できると同時に、学生、教員、図書館スタッフに最高のエクスペリエンスを提供するだけでなく、大学に大き
な付加価値をもたらします。

　Ex Libris全ソリューションとサービスがAlmaとともに、柔軟なAPIと統合機能により、エコシステムに快適に適合しま
す。

成長のためのプラットフォーム

Ex Libris Higher-Ed Cloud 
Platform

SummonAlma Primo Esploro

PivotRefWorks campusMLeganto

アプリサ 
ービス 

インフラサ 
ービス

UX&モバイルフ
レームワーク 

ワークフロ 
ーエンジン

共同作業サー
ビス

分析&ダッシ 
ュボード

データ共有&  
コンテンツ

アジャイ 
ルリリース

マルチテ 
ナンシー

オープンAPI&
統合

メタデータ& 
データスキーマ

セキュリティ 
と認証

ご存知ですか?
Alma上のアクティビティの50％以上がAPI
駆動となっています。
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　Almaにはユーザーコミュニティがあります。多国籍のユーザーが参加するこのグループは、専門家の活気に満ちたエネ
ルギッシュなコミュニティとして機能しています。

　Almaコミュニティは、ソフトウェアの強化と開発に役立つ数多くの活動に積極的に取り組んでおり、コミュニティのメンバ
ーはELUNA（北米のEx Librisユーザー）とIGeLU（Ex Librisユーザーの国際グループ）に参加しており、さまざまな側面に
関連するいくつかのワーキンググループがあります。コミュニティ内では活発なディスカッション、フィードバック、リーチア
ウトに熱心に取り組まれているだけでなく、NERS（New Enhancements Request System）およびアイデア交換を通じて
新しい開発アイデアに投票しています。

 　そして、コミュニティメンバーは、お互いが最善を尽くすために互いに助け合っています。

Almaコミュニティ

“

“

「以前のシステムでは困難または不可能であった作業に    
    Almaを使用して行っています。」
ジャック・アマーマン、ボストン大学

「Almaは、図書館の機能をサポートするために構築されて 
    います。」
エマ・ヒル・ケプロン、 
マニトバ大学図書館システム責任者

「Almaアナリティクスは、実験や学習に安全なユーザーフ 
    レンドリーな環境を提供します。」
キングスレー・ボールトン、ヨーク大学、情報システム司書

「Almaはスタッフが少ない図書館で大きな価値をもたら 
    します。」
スーザン・レイディ・クライン、マサチューセッツ大学アマー
スト校、ダートマス、コレクション開発＆収集司書

「Almaによりすべてが変わりました。」
バーバラ・アンダーソン、バージニアコモンウェルス大
学、メタデータおよび発見責任者

「Almaは、チーム構築とスタッフ向上のきっかけになりま 
    した 。」
ケイト・ベニング、モノグラフィック収集司書、 
ボストンカレッジ



Ex Librisについて
ProQuest社が運営するEx Librisは、高等教育向けのクラウドベースソリューシ
ョンのグローバルプロバイダーです。Ex Librisは、図書館と学術資料の全範囲
の管理と発見のためのSaaSソリューション、および学生の関与と成功を促進す
るモバイルキャンパスソリューションを提供し、90か国の数千の顧客にサービス
を提供しています。Ex Librisの詳細については、当社ウェブサイトを参照、また
はTwitter、Facebook、YouTube、LinkedInでフォローをお願いします。


