
１．はじめに

1990年代半ばのWorld Wide Web(WWW)の普及に

伴い，電子図書館がインターネット上の重要な応用分

野として位置づけられ，米国をはじめ，各国で大規模

な電子図書館プロジェクトが開始された。これらはコ

ンテンツ指向のプロジェクトと技術指向のプロジェク

トに大別されるが，どちらもシステム構築の側面が強

調され，図書館サービスとしてどのように位置づけら

れるかについてはあまり議論されてこなかった。

一方，伝統的な図書館に対しては，図書館パフォー

マンス指標などを定義し，これまでの「インプット

(投入)」を重視した評価だけでなく，「アウトプット

(産出)」「アウトカム(成果)」「プロセス(効率)」といっ

た側面からもデータを収集し，図書館サービスの向上

や図書館経営の改善に積極的に役立てようという動き

が盛んになってきた。昨年，図書館パフォーマンス指

標ISO11620がJIS X 0821になったのは記憶に新しい

が，ISO11620は伝統的な図書館サービスが前提になっ

ており，電子図書館サービスに関する指標が入ってい

ない。電子図書館サービスに関する指標については，

テクニカルレポートISO/TR20983としてまとめられ

る予定である。

そこで本稿では，ISO/TR20983を題材に電子図書

館評価の問題点と方向性について考察する。また，今

後の評価に関して興味深い示唆を含むものとして，電

子図書館サービスに関する大規模なアンケート調査を

行ったeVALUEdプロジェクトについても紹介する。

２．ISO/TR20983(1)に関連する動き

2.1 EQUINOX(2)

EQUINOX プロジェクトは1998年に規格化された

図書館パフォーマンス指標ISO11620を増強し， 補足

することを意図して，1998年11月から2000年11月まで

EUの助成を受けて行われた。比較的早い時期にネッ

トワークを前提とした電子化環境におけるパフォーマ

ンス指標の開発を第1の目的としたのが大きな特徴で

ある。プロジェクトに参加したのは，英国，アイルラ

ンド，ドイツ，スペイン，スウェーデンの5か国8館で

ある。参加館で実際にデータ収集を行いながら議論し，

最終的に以下の14指標を定めた。

１．サービス対象人口当たりの電子図書館サービス

全体の利用率

２．各サービスに対するサービス対象人口当たりの

セッション数

３．電子図書館サービス全体に対するサービス対象

人口当たりのリモートセッション数

４．各サービスにおいて閲覧された資料数およびレ

コード数

５．各サービスに対するセッション当たりのコスト

６．各サービスにおいて閲覧された資料およびレコー

ドに対するコスト

７．電子的に申し込まれたリクエスト率

８．図書館に設置されたコンピュータ利用率

９．サービス対象人口当たりのコンピュータ利用可

能時間

10．セッションの拒否率

11．資料費全体に対する電子資料費の率

12．サービス対象人口当たりの電子図書館サービス

講習会の参加人数

13．電子図書館サービスの開発，管理，提供，講習

会に従事する図書館員の率

14．電子図書館サービスに対する利用者満足度

ここで電子図書館におけるサービス対象人口と伝統

的図書館サービスにおけるサービス対象人口は同じ集

合である。次のISO/TR20983も同様である。

2.2 ISO/TR20983(1)

EQUINOXで定義された指標を参考に，国際標準化

機構第46専門委員会の第8分科会(TC46/SC8)では，

ISO11620 では盛り込まれなかった電子図書館サービ

スに関する指標をテクニカルレポートISO/TR20983

としてまとめることになった。2003年5月27日の時点

で最終原案の段階 ISO/PRF TR20983である。PRF

(Proof of a new International Standard)は最終原

案投票なしにApproval Stageを通過する場合に適用

される。

ISO/TR20983では以下の15指標が定義されている。

１．サービス対象人口当たりの電子図書館サービス

の利用率

２．情報提供に関わる支出全体に占める電子資料費

の率

３．セッション当たりの文献ダウンロード数

４．データベースセッションのコスト

５．文献ダウンロードのコスト

６．セッションの拒否率

７．OPACのリモート利用率
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８．全来館者に対するウェブサイト来館率

９．電子的に申し込まれたリクエスト率

10．サービス対象人口当たりの電子図書館サービス

講習会の参加人数

11．サービス対象人口当たりのコンピュータ利用可

能時間

12．図書館に設置されたコンピュータ数当たりのサー

ビス対象人口

13．図書館に設置されたコンピュータ利用率

14．図書館員当たりのIT関連講習会への参加時間

数

15．電子図書館サービス提供・開発に従事する図書

館員の率

EQUINOXで定義された項目でISO/TR20983に盛

り込まれなかったのは，「各サービスに対するサービ

ス対象人口当たりのセッション数」と「電子図書館サー

ビスに対する利用者満足度」の2項目で，EQUINOX

にはないが，ISO/TR20983で新しく定義されたのが，

「全来館者に対するウェブサイト来館率」，「図書館に

設置されたコンピュータ数当たりのサービス対象人口」，

「図書館員当たりのIT講習会への参加時間」の3項目

である。

利用者満足度がISO/TR20983に盛り込まれなかっ

たのは，いずれISO11620に統合され，図書館サービ

ス全体の満足度の中で評価すればよいと考えたからだ

ろう。また，図書館員の講習会参加時間に関する指標

を加えたのは，図書館員のスキル向上を測るためとさ

れている。

2.3 ISO 2789(3)

ISO/TR20983に関連する規格として，ISO2789があ

る。ISO2789は国際図書館統計に関する規格で，2003

年2月15日に第3版が制定された。第3版では電子図書

館サービスの利用測定が大きく取り上げられ，付属書

Aの中で詳細に論じられている。ISO2789では電子図

書館サービスの形態，電子情報資源の形態および電子

的サービスの利用形態に関する定義を重点的に行って

おり，これらはISO/TR20983からも参照されている。

詳細についてはCA1460に報告されているとおりだが，

本稿では電子図書館サービスの定義部分だけ改めて紹

介しておきたい。

ISO2789では電子図書館サービスは以下のように定

義されている。

・OPAC

・図書館ウェブサイト

・電子資料

・（仲介者としての）電子ドキュメントデリバリ

・電子レファレンスサービス

・電子サービスの利用者講習

・図書館によるインターネットアクセスの提供

本稿では特に断らない限り，電子図書館サービスは

この内容を指す。この定義を見る限りでは，電子図書

館サービスは図書館ローカルの資料を提供するという

視点で定義されており，サブジェクトゲートウェイ機

能など積極的な意味での情報ナビゲーション機能は含

んでいない。ただし，電子環境は刻一刻と変化してお

り，評価指標は変化する可能性が大きいとされている。

３．電子図書館サービス評価に関するアンケート調査

eVALUEd(4)は2001年12月から2004年5月にかけて行

われている英国のセントラル・イングランド大学の情

報研究センター(CIRT)によるプロジェクトである。

このプロジェクトは高等教育における電子図書館評価

のための互換性モデルを開発するとともに，電子図書

館評価の普及およびトレーニングを行うことを目的と

している。最初の段階として，どのくらい電子図書館

が開発されているかを調査するために194の高等教育

機関に対してアンケートを行った。調査で行われたア

ンケート項目は，電子図書館サービスに関する業務報

告の有無，提供している電子資料の種類およびその評

価方法，電子図書館サービス管理の種類および評価方

法，理想の評価方法や評価の限界など20項目に及ぶ。

アンケート回収率は58%であった。

アンケートを分析した結果，業務報告を行っている

のは23%であること，電子的な学習環境を用意してい

る機関は54%であること，電子図書館サービスに関し

て何らかの評価を行っているのは72%であることなど

が明らかになった。また，評価にあたって役に立つ統

計や指標があったかという質問に対して， EQUINO

Xなどの指標があがることをeVALUEd研究チームは

期待したが，残念ながらそのような記述はなかった。

電子資料の評価方法で最も多く用いられているのは，

利用統計やウェブアクセス回数などの情報である。ま

た，オンラインによる調査方法，紙による調査方法と

もに多く用いられている。

理想の評価基準はどのような基準を設けるべきかと

いう質問に対しては，「利用方法」のカテゴリを設け

るべきだというのが一番多かった。また，評価を妨げ

ている要因は何かという質問に対しては，時間が不足

していることが一番多く，次いで統計データの不足，

スタッフの不足などがあげられた。その他としては，

「電子図書館サービスはまだ始まったばかりなので，
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評価できない」，「評価の方法が大雑把であり，多面的

に評価することが苦手である」，「システム的な評価が

できていない」などのコメントがあった。今後の展開

を考える上で重要だと思われるのは，「コストを評価

す るのは 重要だ が真の 意味で のValue for Money

（金額に見合う価値）を評価するのは難しい。評価す

るためには長期的な視野が必要である」という指摘で

ある。

このようにeVALUEdは大規模なプロジェクトであ

り，電子図書館評価に関して様々な示唆を与えてくれ

る。その他，成果や効果を示す「アウトカム評価」の

報告書，アンケート調査で得られた知見や経験を強化

するための図書館長やサービス責任者への追跡インタ

ビューの報告書，電子図書館サービス評価のためのツー

ルキット開発に関わるエキスパートへのインタビュー

の報告書など(5)が作成されている。

４．電子図書館サービス評価指標の課題

電子図書館サービス評価指標において考慮すべき点

は，インターネットからの利用を前提としている点で

ある。インターネット利用時を思い浮かべればわかる

ように，情報要求を満たすときに単一のサイトで完結

することはまれで，複数の情報資源の中から情報要求

に合致するものを選択し，集合的に利用するのが普通

である。そういう意味で電子図書館はインターネット

上の数ある情報資源のうちの一つであり，ある一つの

電子図書館のサイトだけで情報要求が満たされること

は少ない。一方，図書館側から見た場合も電子図書館

サービスだけが図書館サービスではなく，図書館が提

供するサービスのほんの一部分でしかない。このこと

はつまり，特定多数の地域住民がある一つの図書館の

完結したサービスを受けるという伝統的図書館サービ

スの形態とは異なることを意味する。

この観点から改めて電子図書館サービス評価を見直

すと，インプット指標は伝統的図書館サービス指標と

同様に考えてよいが，アウトプット，プロセス，アウ

トカムの各指標は伝統的図書館サービス指標と同様に

は考えられない。アウトプットやプロセスを測定する

サービス人口当たりの利用率やウェブ来館率を測定し

たところで，利用者からは集合的に利用したサイトの

一つでしかなく，必ずしも「その図書館」のサービス

を受けた意識はないだろう。また，今後重視されるア

ウトカム指標も，個々のローカル図書館だけに注目す

るのではなく，インターネット全体の中での位置付け

を評価しなければ，利用者の満足度を正確に測れない

と思われる。

このことから電子図書館サービスを評価するにはそ

れぞれの図書館ごとの評価（ローカル評価）だけでな

く，インターネット全体からみた評価（ネットワーク

評価）が必要であることがわかる。電子図書館評価は

ローカル評価とネットワーク評価が両輪のように支え

てはじめて正当な評価ができる。そういう意味で，

EQUINOX とISO/TR20983（とISO2789）はローカ

ル評価としては十分機能するが，これだけでは電子図

書館評価として十分とは言えない。eVALUEdプロジェ

クトのアンケート調査に対する回答コメントの中で，

「利用方法のカテゴリを設定すべきだ」という意見や

「多面的評価とシステム的評価が重要」といったコメ

ントは，明らかにネットワーク評価の必要性を示唆し

ている。

５．おわりに

図書館機能が単に資料を蓄積することだけでなく，

利用者の情報アクセスを支援することにあるとすれば，

電子図書館に期待されているのは，図書館ローカルの

資料の提供というよりはむしろ，世界中の図書館資料

へのアクセスを支援することであろう。最近の電子図

書館の話題が電子化資料の蓄積から，図書館ポータル

機能に移っているのはそれを表している。今後，電子

図書館がどの方向に向かうのかはわからないが，電子

図書館評価を通じて，これまで不十分だった図書館サー

ビスとしての電子図書館に関する議論が活発になるこ

とを期待する。

（筑波大学図書館情報学系：宇
う

陀
だ

則
のり

彦
ひこ

）
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１．英国のリテラシー政策

英国の読書促進活動を概観する前に，その背景にあ

るリテラシー政策について少々触れておきたい。とい

うのは，「読み」と「読書」の間に境界をひくことが

難しいのと同様に，読書促進活動という場合にも，リ

テラシー向上のための活動と本の世界の楽しさを伝え

る活動との区切りが難しいように思われるからである。

英国では1988年の教育改革法によって，全国共通カ

リキュラム(National Curriculum)が導入され，リテ

ラシーの水準を向上させることに力が注がれてきた

（CA1241参照）。

1996年には11歳児の57％が，1997年には63％がその

年齢の英語能力の標準に達していないという状況のな

かで，1996年5月にリテラシーに関する調査委員会が

設置され，リテラシーの水準を高める方策が検討され

た。 1997年2月にその予備調査結果『読みの革命(A

Reading Revolution: how we can help every child

to read well)』 が発表され， 1997年9月に最終報告

『リテラシー政策の実施(The Implementation of the

National Literacy Strategy)』が発表された。

これによりリテラシー政策(National Literacy Strate-

gy)の基礎として，1998年9月から英国のすべての初等

学校において「リテラシーの時間(literacy hour)」の

実施が義務づけられた。

リテラシーの時間は，例えば次のように4段階で行

うように説明されている。 1 学習の目的を明らかに

し，クラス全体で読む・書く練習。15分。 2 クラス

全体で文字・文の練習。15分。 3 グループか個人で

読む・書く，あるいは文字・文の練習。約20分。 4

クラス全体で学習活動を振り返り，何を学んだかを生

徒自身が説明する。約10分。

具体的には，例えば「バーミンガム市内の学校では

毎週6～7時間，月曜から金曜まで毎日，各1時間から1

時間半程度･･･全員で読み（リーディング），書き取り

（ライティング）をし，ストーリーを作り，そして全

体で話し合うという形で進められる。リスニング，リー

ディング，ライティングとスピーキングのスキル（技

能）を含み，具体的にはスペリング，文法，文字の手

書き，創作，フォニックスなどの方法を用いているよ

うである。フォニックスとは，音声を重視した文字の

学習方法である。」（１）

また，リテラシー政策を支援するために1998年9月

～1999 年 8 月 が 英 国 読 書 年 (National Year of

Reading: NYR）とされ（CA1354参照），多くのキャ

ンペーンがなされた。そのなかには，１日に20分間保

護者が子どもに本を読んでやったり，子どもが本を読

むのを聞いてやったりすることの奨励もあった（２）。

以上のような国家のリテラシー政策と並行して，各

種組織・団体の協力によって多くの読書促進活動が展

開されている。これらの活動は，英国リテラシー・ト

ラスト(National Literacy Trust: NLT)のウェブペー

ジによって概観し検索することができる。

このウェブページ（３）では，読書促進活動を， 1 対

象(乳幼児期，初等学校期，中等学校期，16～25歳，

成人，60歳代以上，特別なニーズをもつ者，コミュニ

ティ，男性と少年)， 2 主催者（刑務所，連携・協力

によるもの，産業界，ボランティア，図書館，芸術団

体，保健分野のもの）， 3 開催地域(全国的，地域)と

いう観点から検索することができる。この観点(分類)

をみるだけでも実に多様な活動が展開されていること

がわかる。このページには他に，主要な促進活動とし

て9つをあげそのページにリンクを張り，また，検索

のために3つのデータベースへのリンクを提供してい

る。
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