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日本の
公共図書館 �図書館数：3,248館

�電子書籍が読める： 53館

�図書館にとっての電子書籍

のメリット：

�非来館型サービス

�障害者支援

�スペース解消

�汚破損本対策
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課題 �図書館向けの電子書籍が
点数・分野ともに不⾜。

�会計処理の問題。

�予算不⾜

2015/7/27 ©紀伊國屋書店 3



日本の
大学図書館

�『平成26年度学術情報基
盤実態調査』

�電子書籍は299校で延べ

470万点。

�海外コンテンツが97%

�電⼦書籍は資料費全体の

1.3%
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米国の
公共図書館

�公共図書館数：9,082館

�電子書籍点数（人口

1,000人あたり）

� 前年⽐46.6%増

�地域図書館では2.5倍
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米国の
公共図書館

�公共図書館の95％が電子

書籍を提供。

�資料費に占める電⼦書籍

�現在7.6%（中央値）

�5年後（予測）14％

�大手出版社の新刊やベスト

セラーが中心
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米国の
公共図書館

�電子書籍の購入額

�4年間 毎年38%増加。

�2009年 $30 million（33

億円）⇒2013年 $110 

million（121億円）
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米国での
サービスモデル

�専門事業者（ベンダー）

�出版社と交渉

�⾃社開発の電⼦書籍の利⽤

環境を図書館へ提供。

�利⽤者

�OPACなどから貸出手続

�アプリへダウンロード。

�貸出期間が過ぎれば閲覧で
きなくなる。
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出版社の
提供状況

�2013年、⼤⼿出版社
（Big 5）が提供を拡大。

�出版社により異なる条件：

�“One Copy – One User”

�1年間、2年間 or 貸出回数
52回、貸出回数26回などで
買い直し。

�買切り価格は1.5〜5倍

�利⽤（アクセス）権の販売
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Library 
Simplified

�米博物館・図書館サービス
機構（IMLS）とNY公共
図書館で1.2億円拠出。

�当面の試み：

�アプリではなくブラウザベース

で。

�利⽤者の好みの読書アプリへ

のダウンロードも。
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英国での
実験レポート

�英国内4地域の図書館

�893点（新刊書中心）

�利⽤者アンケート回答：

�「分野が広がればもっと利⽤す

る」（95%）

�「書店に⾏く回数や紙書籍の

購入が減る」（4割弱）

�公貸権拡大、著者の補償
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欧州の
公共図書館

�図書館利⽤料

�フランス、ドイツ、オランダなど
６カ国で徴収

�年間3.5〜40ユーロ
（470〜5,400円）

� “e-book card”

�電子書籍貸出用

�ベルギー（フランドル地方）の
図書館が発⾏。

�一枚5ユーロ（700円弱）
３冊分（４週間）
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欧州の
公共図書館

�契約方式

�pay-per-loan方式

• １件あたり 0.37〜2.18ユーロ

（50〜300円）

�ライセンス購入方式

• 基本は one copy/one user

• 新刊はone copy/one user
既刊書は複数貸出、とのハイブ
リッドもあり。
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Civic Agenda
レポートより

�「図書館の電子書籍はまだ
始まったばかり。売上への影
響などの経済的要因を考慮
しすぎることなく、サービスモデ
ルや価格体系について実証
を重ねるべき。」

�「政府・自治体による政策
的・財政的⽀援や戦略が求

められている」

2015/7/27 ©紀伊國屋書店 14



米国の大学での
電子書籍

�支出総額では2011年に⽐
べ4%増。

�電子書籍への支出は18%

増。

�資料費総額に占める割合は

6.47%
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米国の大学での
電子書籍

�大学図書館339館を調査

�95%が電子書籍を提供。

�平均提供数 91,900点。
（前年⽐41%増。）

�資料購⼊費に占める割合

平均9.6%（2017年には
19.5%と予測。）

�買切り（83%）購読
（71%）PDA（31%）
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PDA �利⽤実績に基づく収書

（Patron Driven Acquisition）

�アクセスしたい分野を指定。

�5〜10分の閲覧、ダウンロー
ドなど ＝「短期貸出扱い」。
＝価格の5〜15%課⾦。

�一定回数の短期貸出で正

式購入扱い。
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紀伊國屋書店
Kinoppy

�取扱点数 24万点

� iOS, アンドロイド、

Windows, Mac

�端末5台まで同期
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紀伊國屋書店
Kinoppy
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コミック

33%

ライトノベル

6%

文芸・ノン

フィクション

21%

経済・ビジネス

4%

学術・教養

8%

新書選書

4%

趣味実用書

8%

その他

16%

電子書籍の%

文芸・ノンフィクション 49.6%

経済・ビジネス 28.6%

学術・教養 10.9%

新書・選書 51.3%

＜参考＞
直近1年に販売した書籍
（タイトル数）からみた
Kinoppy電子書籍点数。



Kinoppy
本棚

�棚の名前を自由に。

�本棚も追加できる。

�キーワードから自動で
「スマート本棚」。

� PDF資料などを

Dropboxからイン
ポートできる。
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大学で
Kinoppyを使う

�BookWeb Pro：

�教員・研究者様向け。

�公費・請求書払い。

�MyKiTS 教科書ストア：

�複数端末・モバイルに対応。

�システム利⽤料なし。

�卒業後も利⽤可能。
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