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OCLCは、非営利・メンバー制のライブラリーサービス機関として、世界中の図書館に様々
なサービスを提供する図書館共同体です。2017年現在、世界172ヶ国72,000館以上がサ
ービスを利用しています。

OCLCの歴史
• 1967年 米国州内の図書館共同体として、オハイオ州ダブリン

にOhio College Library Centerを設立
• 1977年 オハイオ州外のサービス提供を開始
• 1981年 Online Computer Library Centerに名称変更

• 2017年 OCLC Inc.に名称変更

世界最大の共同書誌目録 WorldCat
WorldCatは、約4億件の書誌情報と約26億件の所蔵情報を擁す世界最大の書誌目録データベースです。
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アジア・パシフィック
24ヶ国1,538機関

欧州・中東・アフリカ
69ヶ国3,886機関

アメリカ
28ヶ国10,686機関

OCLCの組織図
基準を満たした図書館はOCLCメンバー館となり、その代表となる評
議員選出などを通して、OCLCの維持・発展に貢献しています。

OCLC理事会 
(Board of Trustees)

グローバル評議会 
(Global Council)

3つの地域評議会 
(Regional Councils)

世界中16,000館以上の図書館

• 1971年、OCLCは共同目録WorldCatによるオンラインカタロギ
ングサービスを開始しました。

• 世界中のOCLCメンバー図書館によって毎日レコードの追加・
修正が行われ、日々成長しています。

• 日本の国立国会図書館を含む、世界30か国のNational 
Libraryも書誌データを提供していることがWorldCatの信頼の
証となっています。

• 書誌の6割以上は英語以外の言語によるアイテムの書誌デー
タです。その言語数は491にのぼります。

• 図書館の書誌データだけでなく、出版社作成のメタデータも取
り込んで、OCLCの様々なサービスを通して図書館に還元して
います。

目録/メタデータ
サービス 検索サービス ILLサービス



リモートアクセス認証ソフトウェアEZproxy®
EZproxyは、図書館の契約する電子コンテンツへのリモートアクセスを可能にするソフトウェアです。

図書館システム・業務の共同運用サービス
OCLCは、目録や資料の共同利用以外にも、様々なサービスを提供しています。クラウドベースの総合管理 
システムWorldShare Management Services (WMS)では、図書館運営に必要なあらゆる業務を１つの 
インターフェースで管理できます。WMSは、図書館業務までも世界中の図書館が共同で運用することにより、 
ユーザーにとってもスタッフにとってもよりよい図書館をつくり上げていこうという、画期的なアイデアです。

• 大きなコストや手間をかけることなくリモートアクセス環境
を実現します。

• ユーザーは、時間や場所の制約を受けることなく、図書館
が提供する電子コンテンツを利用できるようになります。

• 利便性向上ツールの一つとして2008年よりOCLCが提供
しており、現在世界4,000以上の機関で利用されています。

（共同目録）

central index  
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WorldShare Circulation 
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ライセンス管理 
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WorldShare Record Manager
WorldShare Collection Manager

共有 
WorldShare  
Interlibrary Loan

分析 
WorldShare  
Collection Evaluation

検索 
WorldCat Discovery

EZproxy

ユーザー掲示板Community Center
各図書館の声が反映されるよう、OCLCはCommunity Centerを設置しています。

Connect. Collaborate. Contribute.

• OCLCからのアナウンスを受け取るだけでなく、図書館から
サービスに関する提案や要望を上げることができます。

• 世界中の図書館と議論したり、新たな知見を図書館同士で
シェアしたりすることができます。
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ICT営業本部 OCLCセンター
〒153-8504   東京都目黒区下目黒3-7-10
Tel 03-6910-0514   Fax 03-5436-6921  E-mail oclc@kinokuniya.co.jp

お問い合わせ・申し込みは、下記の弊社最寄りの営業部（所）、またはOCLCセンターへお願いいたします。

営業所 電話番号 FAX番号

北海道営業部 〒060-0005　札幌市中央区北5条西5−7　sapporo55　3F (011) 251-7841 (011) 261-8548

東北営業部 弘前営業所
仙台営業所

〒036-8012　青森県弘前市北瓦ケ町13番地1 日本生命弘前ビル4階
〒980-0811　仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービルディング2Ｆ

(0172) 36-3755

(022) 227-0301

(0172) 36-5649

(022) 266-5312

首都圏東営業部 千葉営業所
水戸営業所

〒262-0033　千葉市花見川区幕張本郷1-11-9　コスモプラザ
〒310-0021　水戸市南町3-4-57　水戸セントラルビル

(043) 296-0188

(029) 227-2461

(043) 296-0266

(029) 227-2041

首都圏北営業部 さいたま営業所
宇都宮営業所

〒330-0061　埼玉県さいたま市浦和区常盤 7-3-16　ジブラルタ生命浦和ビル
〒320-8566　宇都宮市馬場通り3-1-1 宇都宮パルコ8F

(048) 822-0775

(028) 333-1910

(048) 822-0765

(028) 333-1919

首都圏西営業部 営業一課・営業二課 〒192-0046　八王子市明神町3-20-6　八王子ファーストスクエア (042) 656-6620 (042) 656-6621

東京営業本部 第一営業部
第二営業部
第三営業部

官公庁営業部
コーポレート営業部

〒153-8504　東京都目黒区下目黒3-7-10
〒153-8504　東京都目黒区下目黒3-7-10
〒153-8504　東京都目黒区下目黒3-7-10
〒153-8504　東京都目黒区下目黒3-7-10
〒153-8504　東京都目黒区下目黒3-7-10

(03) 6741-9897

(03) 6910-0522

(03) 6910-0523

(03) 6910-0525

(03) 6837-1100

(03) 6420-1383

(03) 6420-1361

(03) 6420-1361

(03) 6420-1361

(03) 6837-1985

神奈川・静岡営業本部 横浜営業部
湘南営業部
静岡営業部

〒222-0033　横浜市港北区新横浜3-18-14　住生新横浜第2ビル5F
〒243-0432　海老名市中央2-4-8　ニコービル4F
〒420-0837　静岡市葵区日出町1-2　TOKAI日出町ビル

(045) 476-0761

(046) 235-0010

(054) 253-3015

(045) 477-3101

(046) 236-1028

(054) 255-4526

中部営業本部 中部営業部 〒460-0008　名古屋市中区栄5-27-12 富士火災名古屋ビル7Ｆ (052) 265-0161 (052) 265-0166

関西営業本部 大阪第一営業部
大阪第二営業部

京都営業部
金沢営業部

〒560-0032　大阪府豊中市螢池東町4-6-23
〒560-0032　大阪府豊中市螢池東町4-6-23
〒604-0835　京都市中京区御池通り間之町東入高宮町206　御池ビル
〒920-0022　金沢市北安江1-3-24　金沢フロントビル

(06) 6843-0161

(06) 6843-0161

(075) 221-3310

(076) 231-6210

(06) 6843-0942

(06) 6843-0942

(075) 241-4554

(076) 222-4152

中・四国営業部 岡山営業所
広島営業所
松山営業所

〒700-0821　岡山市北区中山下2-2-1　エスパス岡山9F
〒730-0053　広島市中区東千田町2－9－57　広電タワービル4F
〒790-0011　松山市千舟町5-5-3　EME松山千舟町ビル7F

(086) 222-7312

(082) 249-2199

(089) 933-2410

(086) 232-3732

(082) 249-2197

(089) 941-4012

九州営業部 福岡営業所
熊本営業所

鹿児島営業所
沖縄営業所

〒812-0016　福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号　KDX博多南ビル6階
〒860-0806　熊本市中央区花畑町4-1　太陽生命熊本第2ビル2F
〒892-0847　鹿児島市西千石町17-3　太陽生命鹿児島第2ビル8F
〒903-0804　那覇市首里石嶺町4-99-1　まるしんビル

(092) 437-5353

(096) 322-5666

(099) 223-4519

(098) 887-3678

(092) 437-5356

(096) 322-5547

(099) 222-3928

(098) 887-3679


