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（２）ピッツバーグ大学の図書館長 Dr. Rush Miller へのインタビュー

Rush G Miller, Ｐh. D

Director, University Library System

University of Pittsburgh

Pittsburgh PA, 15260

Phone: (412)648-7710

E-mail: rgmiller@pitt.edu

伊藤： このパンフレットは，名古屋大学の概要を記したものです．

Dr.Miller：概要を簡単に説明してくれませんか．

伊： 名古屋大学は日本の大きな国立大学の一つで，約１３０００人の学生がいます．

M： どこにあるのですか．

伊： 東京と大阪の間，中部地区の名古屋にあります．ここに，先月出版されたばかりで，私が著者の

一人であり，かつ編集した英語の本を持ってきました．受け取ってもらえますか．

M： ありがとうございます．

伊： カーネーギーメロン大学の Dr. Saint Clair から聞かれた通り私は名古屋大学の電子図書館推進

委員会の委員長なので，電子図書館に関心があります．Dr. Saint Clair に最近の状況についてイ

ンタビューしましたが，カーネーギーメロン大学の状況は私たちとは少し異なっているようです．

カーネーギーメロン大学は比較的小さな私立大学であり，ピッツバーグ大学の方が名古屋大学に

近いように思います．

M： 私たちはかなり大きな総合大学です．大きさでは北米でトップ３５に入り，キャンパス全体はと

ても広く，キャンパス中に約２０の図書館があります．

伊： 始めに，電子図書館化は，最近５年間が非常に重要だと思いますがいかがですか．

M： ええ，その通りです．

伊： 過去５年間で電子図書館にどんな発展があったのか知りたいのですが．それから，この発展で，

図書館員の役割に変化があったのかどうかも教えてください．電子図書館の発展の過程で，利用

者は図書館員に違う役割を求めましたか．

M： 図書館の全ての指導者層や，その周辺も加えるとすると，多くの異なった意見があるでしょう．
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しかし，私見を述べましょう．

　確かに，Pitt で電子リサーチ図書館と呼ばれるものは，最近２，３年にとても速いペースで進

展しています．その一つの理由は，World Wide Web だと思います．WWW の利用は，我々が様々

な電子資料を一つのメニューシステムにまとめて，コンピュータ科学者や技術者でなくても使え

る形で配信することを可能にしました．そして，インターネットが普及して，多くの出版社によ

り WWW 上の電子ファイルや電子データベース，オンラインの雑誌や文献にさえアクセスでき

るようになりました．すなわち，パソコンなどの端末からアクセスするだけで，ファイルをロー

ドする必要がないので，それらを利用するのが簡単になりました．現在ピッツバーグ大学では Web

で利用できる約１５０の商業的なデータベースや，約７００の学術的な電子ジャーナルがありま

す．

伊： 幾つかの電子ジャーナルは，Full-text でなくコンテンツだけしかサポートしていませんが．

M： Full-text を持つものも多いですよ．私たち図書館員が，ユーザーに代わって，電子ジャーナルの

Web ページにつないだり直接ユーザーごとに接続を容易にしたりはしません．ただ，フルアクセ

スを可能にするだけです．

伊： しかし，とても費用がかかるのではありませんか．

M： 契約は出版社により異なりますが，大部分は，冊子体より多く支払っています．冊子体の雑誌も

あります．その時は，電子ジャーナル利用のために冊子体の費用にいくらか加えたものを払って

いて，全体には高額です．現在，入手図書，資料のための予算の約１５％が電子的なものです．

１００万ドル以上が，私たちが冊子体として持っていない電子ジャーナルのために使われていま

す．私たちはそれを通して情報にアクセスするだけです．もっとも，アメリカにはたくさんの図

書館のコンソーシアムがあり，コンソーシアムを通してライセンスデータベースを増強する動き

があります．出版社はよりよい値段でコンソーシアムと取り引きできます．なぜなら，一つのコ

ンソーシアムを通じて多くの顧客を得ることが出来るからです．実際，今やっている取引は，全

国的なものです．コンソーシアムに入れば，コンソーシアムが出版社に対して団結して，とても

低い料金で academic universe と呼ばれる Full-text ソースが得られます．

　今は割高ですが，そのうち変わるでしょう．文献，雑誌，多分たくさんの参考資料の料金も変

更があるでしょう．そして，それは実際に起りつつあります．私たちは今，過渡期にあります．

５年前が本当に過渡期であったかどうかは分かりませんが，今現在は過渡期の中にあり，資金の

再配分を行いこの電子化のためにさいています．実際，テクニカルサービスで，re-engineering

プロジェクトを行い，３０カ所で図書館のテクニカルサービスを縮小しました．それらの全ての

資金は電子資料に使われました．

　さて，二つ目の質問である図書館員の役割についてですが，劇的な変化があると思います．図

書館員がその必要性を知って，やってくれることを期待しています．私たちが付加したポジショ

ンは，全て情報技術分野のものです．資料を WWW に載せるプロセス，またその中のメニュー

システムの管理をするWebサービス図書館員と呼ばれるポジションを新しく作ったところです．

彼らはそれをやるだけでなく，そのプロセスのマネージャーでもあります．私たちは今，図書館
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員として雇われているみんなが情報科学者(information scientist)になることを期待しています．

伊： 多分今は，うちの大学の図書館員は混乱していると思います．彼らは時間が足りなくて，現在の

仕事の一部を投げ出さなければならないかもしれないと考えているかもしれません．問題は，う

ちの図書館には電子図書館のような新しい仕事をするには，図書館員の数と予算が不足している

ことです．

M： その答えは YES でしょう．図書館の全ての業務を注意深く調べる必要があります．古い図書館

の仕事のやり方を考え直し，根本的に計画し直す決意を持たなくてはなりません．伝統的な図書

館の仕事をするための能率的な方法を見つけなければなりません．私たちは１３人の図書目録編

集者を１人にしました．そして，本の売り手に図書館に入る本の目録作成情報を提供してもらう

ようにしました．私たちは，人間よりも機械的なプロセスの様々なデータベース資料を使うこと

によって，システムの中の図書目録記録を自動的にアップデートする方法を開発しました．これ

によって資源や人を技術取得やサービス部門にふりむけることが可能になりました．まさにこれ

はこの国で起こっています．一般に，目録作成，図書入手，配架チェックなどを少ない人数でよ

り能率的にするのが現在の傾向です．

　これは図書館のあり方に革命を起こしつつあると思います．私たちは図書館の基本的な役割を

考え直しているところです．アメリカの大学図書館では，来館する学生数，受ける質問の数，貸

し出し部数ともに減少しています．コンピュータ実習室や学生寮などからの WWW 利用がもの

すごい勢いで増加しています．私たちは図書館に来る学生だけでなく，本当のもっと広い利用者

を相手にしています．私たちは誰が最も多く資料を利用しているのか分からないほどです．

伊： 問題点は大きい大学にはとても多様な学部，学科があることだと思います．中にはデジタルフォ

ームを使いたがらずに，旧式のやり方をする学部もあると思います．多分，図書館はそういう選

択にも対処する必要があると思いますが．

M： 中には５０年代のビンテージカーを好む人もいますが，今となってはそれを買うのは難しいでし

ょう．例えば，うちの図書館には既に目録カードはありませんし，もう作成しません．私たちは

これを３年前に決定しました．社会は人々が古いやり方にしがみつき続けることは不可能だと理

解するのに十分なほど変化しています．うちには１冊１時間しかかからない目録編集図書館員が

います．以前は目録作成に１冊６時間もかかる中国人図書館員がいましたが，もう彼はここにい

ません．１年に１万から２万冊の本が入ればそれらの半分は図書館員が目録作成しなければなり

ません．１冊に６時間もかけていられません．何が質の高いサービスか考え直す必要があります．

２年前に私は，質の高い目録が必要だと主張した図書館員達と議論しました．私は質の高いサー

ビスが必要で，正確に迅速に本を棚に納めるためには，質の低い目録も受け入れるだろうと言い

ました．そして，もっと迅速に能率的になり，多分十分な目録は作れないだろうが，利用者がそ

の違いに気づかずに，探している本を見つけることが出来るようにすれば良いという取り決めを

しました．

　それから，私たちはプロとして，これから１０年ないし１５年は多くの旧来のやり方を考え直

さなければ，滅びてしまうでしょう．図書館員は無意味になってしまうでしょう．私たちの国に
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は，図書館はすでに博物館となり，必要性がないと信じ，重要なことは全てオンラインになり，

そのシステムは図書館員でなくコンピュータサイエンティストによって管理されると考えるコン

ピュータサイエンティストや情報サイエンティストが多くいます．だからもし私たちが安住して，

これまでの仕事を続けなければならないので，そういうことは出来ないと言えば，誰か他の人が

それをしてしまって，彼らが新たな資金と資料を持つようになり，一方，図書館は本などに対し

て懐旧に耽る人々が来る場所となるでしょう．そして，私は図書館が懐旧に耽る場になるのは見

たくありません．

　私たちは現在，ピッツバーグ地区の１０００冊の本を２年以内にデジタル化する計画がありま

す．アメリカの多くの大学では，他大学が興味を持つユニークなコレクションをデジタル化する

計画があります．オンライン資料は増加するでしょう．問題はその管理と利用者への提供です．

図書館員には資料を組織化するすばらしい能力があります．本，マイクロフィルム，フォトカー

ド，電子データベースに関わらずこれらを組織化し利用できるようにすることこそ，私たちのす

べきことなのです．図書館員は組織化のエキスパートなのです．

伊： そのような仕事のための教育上の問題点は何かありますか．

M： まず，うちには情報科学の分野で評判がよい図書館学修士課程がキャンパスにあります．そこの

卒業生は本当にとても優秀です．そしてアメリカでは，これまで以上に図書館学課程は，情報技

術に関心を集中させています．実際，情報技術に集中しすぎて本を扱うことを教えるのを忘れて

しまう人もいるので，私たちがそのような人々に本の使い方を訓練しなければならないこともあ

ります．例えば，彼らは冊子体の索引目録図書を使えないのです．

　ピッツバーグ大学には，情報技術に関して図書館員やスタッフ全員を訓練する公式な大規模プ

ロジェクトがあります．キャンパスのコンピューティングセンターと契約していて，フルタイム

でトレーナーを置いてもらっています．トレーニングルームがあり，コンピュータクラスにはワ

ープロやデータベースを処理するための Windows から NT まですべてがあります．それらは１

～２時間という短いクラスに区切られていて，予約することで参加できます．今までこれを２年

間やってきました．新しいスタッフ全てに教える責任がある図書館員によるチームワークグルー

プもあります．ですから，もし新しいデータベースや雑誌が入っても，何らかのトレーニングク

ラスを編成できます．トレーニングは本当にすべての鍵を握るものです．

伊： 名大には，ほとんどそういったものはありません．

M： あなた方はこういうやり方では出来ないかもしれませんね．そして，これは私たちすべてにとっ

て将来はより大きな課題になると信じています．いったいどうやって昔からの図書館員にこの技

術を与えるのでしょうか．私は歴史家で，７０年代はじめにライブラリースクールに行ったとき，

コンピュータについて何も習いませんでした．全くコンピュータを使っておらず，私が始めてそ

れに触れたのは１９８２年です．それほど昔のことではありません．そして今はエキスパートと

はいえませんが，情報技術の知識はあります．多分，私は本よりももっとコンピュータと毎日関

わっているでしょう．このことは図書館というこの職業に携わる多くの人に当てはまるでしょう．

これは最近，急激に起こってきたことです．過去５～１０年でテクノロジーに何が起きたといっ
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ても，もちろんこれは劇的でしたが，１０年後に振り返って，「情況はどんどん悪くなるので，

今起きていることと比較すると１０年前の変化はなんでもなかった．」と言うことになるでしょ

う．

　うちでは数年前から定期的に行ったシステムとデータベースに関するあらゆる種類の公式トレ

ーニングや，Web のための HT&C トレーニングを通して２２０人もの図書館員すべてに習得さ

せる努力をしてきました．秋に大学が始まる前には，すべてのサービスを用意できるでしょう．

我々は全ての図書館を閉館して，図書館員全員がワークショップに一緒に出ることが出来るよう

にもしています．また，うちではカンファレンスに行く図書館員をサポートしています．実際に，

デジタルプロジェクトマネージャーにお会いになってはいかがですか．これは今年できた，本の

デジタル化のためのポジションです．彼女は３日間のカンファレンスに行っていて，今はインタ

ビューできませんが，もし来週来られる時間があればデジタルプロジェクトについて私よりも詳

しく話せるでしょう．要するに，鍵はトレーニングなんです．

　要約すると，図書館員の役割は変わりつつあり，さらに数年は変化し続けるでしょう．どうや

っていくのか，自分たちで考え出さなくてはならないでしょう．うちではみんなに現在とは違う

ことをやるか，もしくは今までやってきたことを，全く別のやり方でするように頼んでいます．

例えば目録づくりについても別のやり方でするというふうにです．うちでは資料を図書館で保管

するためにコピーする代わりに，学生が利用できるようにホームページに載せたり，電子ジャー

ナルのコピーへリンクさせたりしています．私たちは，情報取得，コースワーク，研究などの様々

の要求に応える新たな考え方を作り出す必要があります．

　ここにある新聞は今年の北京大学の，グローバルバーチャルライブラリーと呼ばれるものにつ

いてのものです．そして，あなたや私たちのような世界中にある図書館をバーチャルライブラリ

ーにどう対処していくのか，考え始めなければならないと思います．そして今はまさに電子化の

時代ですから，それをするのに有利でしょう．アメリカから日本に図書館間の本を貸し出すため

に，郵送するのは非現実的ですが，デジタル版を作るときのスキャニングを使って送るのは現実

的です．私たちはそれを中国の図書館とやっています．それは私たちが使おうとしている種類の

技術です．

伊： デジタルライブラリー（電子図書館）の難しいところは何かありますか．

M： ２つあります．まず始めに，デジタルライブラリーとは何かということを構成員に教育する必要

があります．人々は大げさに考える傾向があるからです．「なぜよけいに建物がいるのか，なん

でそういうものがいるのか．すべてが CD-ROM，オンライン化されるのに」．私たちがすべきこ

とは，皆にそうではないことを教育することです．

　これは伝統的図書館を完全に電子化するというものではありません．２０年前には，すべての

本はマイクロフィルムに取って代わられるという予言がありました．ありがたいことに，それは

まだ実現していません．そんなことが実現したらきっとひどいものでしょう．現在は，すべての

ものが電子化されると予言する人もいますが，コストや諸問題を考えれば，決してそうはならな

いはずです．はじめは，教職員，学生，大学当局にデジタルライブラリーやそのデータの利点を
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売り込むことです．

　ただ単に，印刷物のオンライン版を提供するわけではありません．たとえ，写真を撮りオンラ

インで使用できるようにすることが私たちのできる全てだとしても，図書館に来る必要がなくな

るという利点がありますが，それはデジタルライブラリーの最終的な価値ではありません．デジ

タルライブラリーでは論文を出版したり，出版前に論文を公開することを可能にします．他の人

に，コメント，批評，アイデアをもらったりして，その対話をヒントに修正することが可能です．

共同作業がやりやすくなります．ですから，以前からの出版物にさらに付け加えられた価値が，

デジタルライブラリーの最終的な価値であり，印刷物に取って代えようとしている訳ではありま

せん．

　誰も本や雑誌を，オンラインで読みたがってはいません．しかし，私たちは電子図書館化を促

進しなければなりません．まず，実際には何をするのか，どんな利益があるのか，なぜ予算を割

くのか，なぜ本の予算を電子化に振り向けて，最大の支出にするのか．もしそれが，ただ見た目

が良いだけのものならこれはうまくいきません．一方，サービスが改善されればうまくいくと思

います．私たちは図書館教育と呼ばれることをしています．あなた達も学生を図書館に連れてい

って，その使い方を教えたりすると思います．私たちは今，デジタルライブラリーの利用に焦点

を合わせていますから，とても有効だと思います．

　うちには米国内で６番目に大きな図書館学教育プログラムがあります．非常に多くの学生が，

デジタルライブラリーに焦点を合わせて学びます．これも，デジタルライブラリーの必要性を周

知させる１つの方法です．学生にとってさえ，デジタルライブラリーを有効に使うにはたくさん

のトレーニングが必要です．どんなにシンプルにしようと努力しても，まだまだ複雑なものなの

です．紙と Web は，学生への主要な媒体で，大学の Web ページは PR の道具ではなく，調べに

来た人たちが道具として，印刷物の資料，電子資料，他の図書館の資料への入り口として使いや

すいように慎重にデザインされています．日本から見ることも出来ます．URL は

www.library.Pitt.eduです．

伊： 三つ目の質問をします．ピッツバーグ大学はオークランド図書館コンソーシアムの一員ですが，

特に必要な費用，スタッフ，データベースなどについてはどのように協力しているのですか．ま

た，このコンソーシアムはそれ以外の組織と協力していますか．

M： オークランドはとても小さいところで，ピッツバーグ大学，カーネギーメロン大学，カーネギー

公立図書館はお互いにとても近くにあります．始まりは，図書館の間の貸し出し(Inter-library

Loan)の合意でした．アルバイトの学生達は各図書館にバッグパックを背負って本を配達しまし

た．現在ではそれはとても少なくなっています．学生や教職員達は，カーネギーやピッツバーグ

大学をお互い行き来して本を利用したり，借りたり，データベースを利用できます．しかし，決

して大きなプログラムではありません．私たちは基本的に共同でデータベースを買いません．実

際に私たちが共同で購入したのはピッツバーグプレスガゼット新聞のデータベース一つだけです．

それぞれ独自のデータベースを持っているので，共同購入には，さほど力を入れていません．会

費で基金を作っていますが，今では銀行にかなり豊富な資金があるので，今年から会費を廃止す
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ることを，昨年決定しました．とても低いコストで，サービスを提供できています．ただ，本を

運ぶバンがあるだけです．

　PALC（ペンシルバニア大学図書館コンソーシアム）は，もっとエキサイティングなコンソー

シアムです．これは３８もの大学図書館の新しいコンソーシアムで，新たに図書目録を開発中で，

うちもこのプロジェクトのテストに参加しています．うちの Web サイトにもあるので，あなた

は今日にでもペンシルバニア州のリーハイ大学やインディアナ大学の図書目録を調べ，オンライ

ンで本をオーダーできます．学生もこのシステムを使って本をオーダーできます．最終的には，

Z39.50＊１）スタンダードを使って連携し，目録を連結させたいと考えています．そうすれば，学

生は３８すべての目録を１回調べるだけで，本を見つけてオーダーでき，システムを通して本を

手にすることが出来ます．

　互いのデータベースのライセンス契約をして，これで実際かなりの金額が節約できています．

うちはこのコンソーシアムの一員ですが，オークランドや PALC が私たちのメインのコンソーシ

アムです．

伊： リーハイ大学の話が出ましたが，実は，今日リーハイ大学に行くところです．なぜなら，１０年

前に１年間私はそこに客員研究員として滞在し，今回呼ばれて講演に行きます．

M： Arnold Hernshorn に連絡を取るべきでしょう．彼は，情報担当の副総長代理です．是非彼に会

うと良いでしょう．彼もとてもこれらの問題に詳しい人です．

伊： もし，私がリーハイ大学でピッツバーグ大学図書館を利用したら，料金はかかるのですか．

M： いいえ

伊： 無料ですか．さて，話題は変わりますが現在，ピッツバーグ大学はどれくらいの電子ジャーナル

を持っているのでしょうか．

M： 私は７５０以上だと思います．しかし，今年中には２０００に増やす計画です．これらのほとん

どを OCLC＊２）などから得ています．OCLC はオンライン電子コレクションと呼ばれるサービス

をしています．彼らはそれを Aggregator サービスと呼んでいます．うちでは幾つかの Aggregator

サービスを利用していますが，ただ手数料を OCLC に払うだけです．彼らがすべての雑誌や出

版社への手数料を管理します．ですから，数１００タイトルも OCLC から入手できます．うち

はたくさんのタイトルを JSTOR プロジェクトから得ています．もし，あなたがうちの Web サ

イトを見たら，電子ジャーナルというカテゴリーがあり，雑誌のリストを見ることが出来ます．

とても広範囲にわたるもので，科学，歴史，経済に関するものもあります．好みのところをクリ

ックすれば，１００もの雑誌が一つのサイトにあります．タイトルを選べば，すべての最新情報

を得られ，オンラインで読んで調べることが出来ます．

伊： ２０００タイトルの雑誌ともなると，コストがかかるのではないでしょうか．

M： ええ，様々ですが安くはありません．

伊： 州の援助はあるのですか．

M： 大学には図書館の予算があり，それ以外に電子ジャーナルのためだけの予算は受けていません．

予算に関しては，本質的に電子ジャーナルに使う予算も，本や冊子体の雑誌と同じところから払
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うということ以外何もしていません．

伊： うちでは今年約５００の電子ジャーナルを入れる計画がありますが，予算措置ができずに困って

います．

M： コストのあまりかからないものもありますし，まれには全くいらないものもあります．様々な料

金の提供組織があるのでよく検討しなければなりません．しかし，このコストは少なくはありま

せん．とても高価だと言っておきます．これらは全く新しいことで，私たちはまだ良く知らない

のです．利用価値はとても高いと思います．うちでは新たな Web ページにちょうど取り入れた

ところですが，とても使いやすくなりました．それらと接続しやすくなりました．それを，オン

ライン目録につないだので，もしあなたがうちの目録のオンラインで，アメリカの歴史に関する

雑誌を引けば，直接 Web サイトや雑誌にリンクできます．ですからサービスの中にもっとこれ

らを統合しようとしています．

　まだ，どれほど電子ジャーナルが有益か定かではありませんが，率直に言って，うちのコピー

機械はそれ程活躍していないので，大変役に立ってくれていると思います．雑誌をコピーして使

う人がたくさんいます．なぜならみんな図書館で座って読みたくないからです．もし，彼らがオ

ンラインでそれを出来ればコンピュータのある研究室や自室から読むことが出来ます．彼らは図

書館に足を運ばなくて良くなるでしょう．

　ピッツバーグ大学は本当の州立大学ではありません．州に関連した大学で，準私立大学です．

州からいくらかはお金が来ますが，全予算の約１５％に過ぎません．

伊： それはうちの大学とはかなり状況が違いますね．うちは全くの国立です．

M： 実は，最初の２００年間は全くの私立大でした．１９６０年代になって，州と提携が始まりまし

た．うちは純粋な州立大学ではないのです．

伊： 著作権に関して何か問題はありますか．

M： この国では，現在デジタルライブラリー分野の著作権法を議論しています．実際，下院の法律案

は利用の多いものを電子化するのを後押ししています．上院の法律案はあまり明らかではないの

で，実際にどうなるか分かりません．しかし，オンライン雑誌へのアクセスにお金を払う場合，

著作権法には関係ありません．契約法の下にあります．JSTOR と John Hopkins University プ

レスの契約にサインしています．

　アメリカ化学学会は別の例です．うちはその学会から３０の雑誌をオンラインで受け入れてい

ますが，手数料によって，直接ライセンスを与えられています．ですからもう著作権には縛られ

ません．これは発行者との契約の一例です．私たちは再印刷したり，図書館間の貸し出しに提供

したりする権利を持っています．あなたの大学に電子ファイルをプリントアウトして送ることも

法的に認められています．契約の中にあるからです．ライセンスの合意があれば契約法が，著作

権の代わりになります．著作権は，図書館と発行者の間の契約の下での電子ジャーナルに対して

は，契約法がカバーしていないことに対してのみ有効です．

　学内からや，ネットワークを通じての Web へのアクセスを厳しく制限することで利用者をコ

ントロールしています．ですから，もしあなたが日本やカーネギーメロンからうちのホームペー
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ジにログインしても，その場合 JSTOR とはつながらず，ブロックされます．もし，うちの大学

のアカウントを持っていれば大丈夫でしょう．本を電子化するときトラブルになるので，著作権

のある本はオンラインに載せないように注意しています．１９２５年以前に出版されたものは，

すべて自動的に公共のものとなり著作権に縛られなくなります．１９２５年以降のものは，著作

権の持ち主に許可を求めなければなりません．料金次第で許可がおります．それは大きな問題で

はないと思います．例えば，JSTOR とは著作権に関係なく無制限に利用できます．彼らの資料

を使うアクセス権さえ買えば良いのです．

伊： 著作権はある場合は問題ですね．アメリカ土木学会は沢山の出版物をもっていますが，オンライ

ンの電子形式で公開したがりません．

M： 個別に取り決めをして行かなくてはならないでしょう．

伊： 私が日本で所属しいる土木学会（ＪＳＣＥ）も同じ状況です．学術情報センターから電子フォー

ムで公開するように求めがあっても土木学会員に利益をもたらさないだろうと言う理由で拒否し

ています．学生には役に立つと思うのですが．

M： 発行者にとっては新たな局面で，不利益を恐れているのでしょう．もし，アクセスをオープンに

したら，世界中に資料が行き渡ってしまって，収入源がなくなると恐れているのでしょう．コン

トロールメカニズムは発展中ですが，それがうまくできれば彼らも快適になるでしょう．JSTOR

のようなモデルが出来てきて無料でないやり方で発行者も参加するようになるでしょう．

伊： ところで話題は変わりますが，日本と大きく異なるのですが，あなたや Dr. Saint Clair のよう

な図書館員は博士号を持っています．日本では図書館員のほとんどだれも博士号どころか修士号

も持っていません．日本の図書館員は米国のようなステータスにありません．アメリカでは図書

館員がそういった高いステータスを得ているのにおどろきました．

M： こういう博士号を持つ傾向は多分２５年前くらいからでしょう．私はこれについて論文を書いて

出版しました．図書館員になってから博士号を得た管理職の図書館員がたくさんいます．典型と

しては，この様な場合アメリカでは無料で授業が受けられます．うちの組織では図書館学を研究

している人がいて，無料で各学期に１～２コース登録できます．時間はかかりますが，お金は特

にかかりません．ですから彼らはまるで博士号を取るために費用はかけていないのです．

　６０年代には博士号取得者に歴史や語学の仕事がたくさんありましたが７０年代になり，労働

市場は劇的に落ち込み決して以前のようには戻りませんでした．伝統的な人文社会科学などの教

員の仕事もあまりなくなりました．７０年代には沢山の博士号取得者が，良い教職に就くことが

出来ませんでした．私も博士号を取りましたが，教職が見つからなかったので図書館員になりま

した．大学での生活が好きだったからです．そこで私は１年以上かけて，図書館学の修士号をと

り，図書館員としてもキャリアを得たのです．

　他のケースでは，例えば図書館長や管理職は，図書館学の博士です．これはとても一般的なこ

とで，何％の人が博士かは私は知りません．でも，大きい研究施設の図書館長では，多分５０％

かそれ以上でしょう．全員ではありませんが，数は多いです．大部分の人は，大学にいる間に無

料で博士号をとります．彼らにとっては，自分の目的のためだったり，官職を得る助けになると
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思って取得するのです．

伊： あえて言えば，アメリカではおおよそ何％の図書館員が博士号を持っていますか．

M： おそらく少ないでしょう．５％以下でしょうが，管理職ではもう少し高いです．博士号と管理職

には相関関係があります．うちの図書館では６０人中１０人です．ここでは，図書館員は世界の

他の国より高いステータスを得ています．常にそうとは言いませんが，だいたいほとんどそうで

しょう．多くの大学では，図書館員は教員と同じ高さにはありませんが，私たちの大学では教員

として考えられています．しかし，私たちは教員と完全に同じ利益は得ていません．同じサラリ

ーを得ることは，まれだとかなどいろいろあります．もし，大学図書館の指導者が，学位もなく，

図書館の役割や重要性について正しく評価していなくて利用者数も正確に知らないようなら，待

遇が劣っていてももっともだと思いますが，私はそうではないと思っています．しかし，多くの

教員や学長はそう考えがちです．それが，彼らがドクターを好む理由です．私は２５年間も図書

館を指揮してきましたが，少なくともこの管理職を得た４回のうち３回は私の博士号が要因だと

思います．

伊： 最後の質問ですが，この大学には１５の図書館があるとおっしゃいましたが．

M： いいえ，本当は２２です．

伊： うちの大学では２つです．文部省は１つの大学に１つの図書館という方針です．これについては

どうお考えですか．

M： うちの大学でもそう考える人がたくさんいます．うちには４００万冊も本があります．２つの違

った見方があるでしょう．普通の学生や図書館員からすれば，１つか，せいぜい２～３の施設の

方がよいでしょうし，教員からすれば，各学科専門の図書館が欲しいでしょう．ある経済学部の

教員は，もし彼の本が Hillman 図書館にあれば，わざわざ本を見に行かないだろうと言ってい

ました．Hillman 図書館は，彼らのすぐ近くなのにです．彼らは，Hillman 図書館より近い自分

のオフィスのすぐそばの図書館を利用してきました．しかし，管理能率，実用性，予算の面から

言えば数は少ない方がよいでしょう．うちでは数多い図書館を１つに統合することについて話し

合ってきましたが，今までのところは大学側や教職員は納得していません．図書館がたくさんあ

るのはお金がかかります．それを縮小してその分を電子資料，印刷資料の購入に振り分けること

が出来ます．広げすぎるのはとても不経済なことです．ですから１つの図書館にするという考え

には拍手を送りますよ．ただし，大学の広さと教員から図書館までの距離にかかっています．あ

まり遠いと不便ですからね．

伊： たいへん長い間，ありがとうございました．


