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大英博物館から大英図書館へ
総合情報センター所長真銅正宏

大英図書館は、]972年に成立した英国図書館
法に基づき、1973年に創設された。正式には大英
博物館図書館、国立中央図書館、国立科学発明参考
図書館、国立科学技術図書貸出図書館、英国全国書
誌局が合併してできた組織である。それまでは、大
英博物館の中庭の円形読書室が、英国を代表する
図書館としての隷徴的役割を担っていた。カール
マルクスやマハトマ・ガンディー、ウラジミール
レーニンなどが通つたことで有名なここ{こは、南

^

方熊楠や夏目激石など、多くの日本人もまた学ん

＼一

でいる。この大英博物館の入ゆ口すぐの空間は、
2000年に、屋根付きのグレイドコートとして
改装され、閉架式書庫は取ゆ壊されたが、中央に
はやはりドーム屋根をもち、開架式の棚を周囲に

＼

福原麟太且肘春興倫敦子(研究社、1935年)

廻らした読書室が往時の姿を残している。
大英図書館が組織として整えられた]973年の段階では、建

と購入品を加えて、収蔵品を増やしていった博物館である。その

物自体は未だ無く、大英博物館の読書室などが引き続き用いら

中に、写本などの書籍資料も数多く含まれていた。そのために、

れてし寸&大英図書館が大英博物館から実際に分離独立したのは、

当初から大英博物館は、博物館と図書館の機能とを併せ持ってい

1998年4月のことである。ユーストン駅、キングズ・クロス駅、

た。ハンス・スローン卿の写本は35]6点とされるが、ここに、

センドパンクラス駅の三つの駅からも近い場所に建てられた

]758年、ハーリー・コレクションとコットニアン・ライブラリー

新しい建物に移転したのである。

のコレクションなどが加えられ、]757年には、王室の蔵書が

そもそも大英博物館は、]753年に没したハンス・スローン卿
のコレクションをもとに、長い年月をかけて、さまざまな寄贈品

]0500冊寄贈された。この後、]852年から]857年にかけて、
中庭に円形のドームをもつ読書室が建設された。

Ⅱ
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から読書机の列が放射
状に周囲の壁に向つて
配置され、壁には参考書
の書棚が階になつて
読書室をぐるりつと取
囲みドームの高窓の下
まで届いてゐる。そして
窓枠の下には々金文
字でシエクスビヤとか
ミルトンとか文豪の名
前が記されてゐる之は
大英博物館の図書館の
^

^

読書室である。けれども
単に読書室と云つただ
けでは物足らぬ。文化の
殿堂と工ひ度い程に厳
粛な空気カミ存在してゐる。

内藤民治編世界実観」第三巻(日本風俗図絵刊行会、1915年)

数百の人が勉強に来て

1911年には著作権法が成立して、英国国内で発行される全て

居るが各自の書斎に居るよりもモツト静かで落付いた気持ちで

の書籍と定期刊行物がここ{こ収められることになった。日本に

本が読める。自分一人が此の殿堂を占有してゐる様に少しも他

おける国立国会図書館の役割と同じである。日本がこれに学ん

から妨げられることはない。設備も設備であるが図書館を利用

だのである。

する英国人の心が此の設備と融合してそこに潭然たる雰囲気を

さらに、古い時代の聖書や、マグナ・カルタ、最古の印刷物と

造つてゐるのである

される中国の経典、シエークスピアの初版本などが収められ、比
較的新しいものでは、トラファルガーの海戦の英雄ネルソン提

これは、図書館閲覧室の理想的な姿のーつであろう。しかしな

督の日誌や、ルイス・キャロルの不思議の国のアリスの直筆原

がら、時代は移り変わる。インターネットを中心に、情報の形が

稿や直筆挿絵から、ビートルズのYesterdayの百筆歌詞など、世

多様化し、学術情報が書籍だけを意味しなくなった現在におい

界中から集められた実に貴重な収蔵物が保管されている。

ては、図書館もまた、そこを訪れ、そこで静かに調べ物だけをす

馬郡健次郎欧羅巴案内(内外社、1933年)には、次のように

る場ではなくなった。古今東西から集められた貴重な書籍を収
める、いわぱ世界の収蔵庫である大英図書館もまた例外ではない。

招介されている

現在では、一般禾」用の可能な書籍については、英国中の利用者1こ
羅馬のセントビーター寺院のドームより直径の大きい円屋根

対し、書籍のコピー・サービスや相互貸出はもちろん、レファレ

を戴き、その高い窓からトツプライトの光線が水の様に静かに

ンス・サービスをはじめさまざまな図書館情報サービスを行っ

読書室を満しておる、索引棚と係員の控へてゐる環状の中心点

ている。これに加えて特に興昧深いのは、研究開発部を置き、図
書館情報サービスに係わるシステムの開発実験をも行っている
点である。大英図書館もまた、図書館情報なるものの役割を常に
率先して模索しているのである。
今は、資料のデジタル化が進み、貴重な書籍もその一部はThe

Britisb Library online Ga11eⅣ(httPゾ/WⅧV.bl.ub'online目811eⅣ
/homepage.htmDというホームページにおいて世界中から見
ることができる。
大英博物館には、円形読書室だけが、かつての図書館なるもの
.智

のイメージと共に残り、新しい大英図書館には、所蔵物と機能と
..

が全面的に移された。図書館情報の無限の有効活用という大英
..■

仲摩照久編世界地理風俗大予第10巻(新光社、1929年)

回

図書館の実験は、始まったぱかりなのである。

情報検索サイト紹介

「同志社大学学術りホジ 刀の現状と今後
国内外における機関りボジトリの潮流
同志社大学学術りボジトリ(http://elib.doshisha.ac.jPハは、2008年9月現在、研究紀要(約8,900論文)、研究報告書(約
190論文)、博士論文(要旨)(64論文)、学内発行物(1タイトル)、貴重書画像(27フタイトル)の本文ファイルなどが登録さ
れています。収録されている本文については10,000タイトルの登録が問近となってきました。
大学ホームページ>図書館ホームページ>学術りボジトリ(httPゾノelib.doshish8.ac.jp

学術りボソトリの普及

者に対しての可視性が一段と高まることが期待されます。

本学学術りボジトリのようなシステムは一般的に「機関りボジ

今後も学内で生産された学術コンテンツの登録を引き続き実

トリ」と定義されていることは前回のセンター報32号でも触れ

施します。電子化された学術コンテンツについて登録希望をさ

ましたが、2008年9月現在、日本では試験公開分を含め85の、

れる場合は、情報サーピス係までこ連絡ください。

世界全体では1120の大学・研究機関が構築し公開しており、年々

丹向志社大学7術りポジトリ

増加しています。

ちなみに「vvebometrics Rankin尽 of vvorld unlversities」
「同志社大学学術りポジトリ」は190位(田本国内8位)となって

一一一

います。

属

が2008年7月に発表している世界のりポジトリランキングで、

特に日本国内でのりポジトリの普及については、国立情報学研

究所(N川が中心となり「学術機関りボジトリ構築連携支援事業(次
世代学術コンテンツ基盤共同構築事業)」の実施が大きな起爆剤
になっています。この事業は2004年度から実施されており、本
学も2006年度からこの事業忙採択されサーピスの構築に大き
く寄与しています。

今俊の展開

C.N"

このように本学や国内外でのりポジトリでは個別のシステム
で公開するだけではなく、利用者に対していかにスムーズにア
クセスできるかについての技術開発を進めています。
本学の場合は、すでにDOORSから検索に対応したり、他の検

官恒と敢」白窒の^

索エンジン等からのアクセスが可能であるなど、すでに実現さ
れている内容もありますが、学内外では様々な取り組みが行わ
れています。

興嘘日*

宅の

イ,JT "1

日本国内では、現在国立情報学研究所が運営している
詩凱ま

^

存寅芯"キ郵吻紬↓

^置^うー^

CiNii(N11論文情報ナビゲータ)において、論文が機関りポジトリ
に登録されている場合に各りポジトリの検索結果へのりンクポ
タンが貼られるようなサービスが開始されました。初期股階で

"vvebornetrics Ranking of vvorld universities"
http://repositories.vvebometrlcs.info/1ndex.htrnl.
(accessd 2008‑10・16)

はまだ一部のりボジトリのデータしかりンクされていませんが、
将来的には他大学のりポジトリに登録されている多数の論文に
ついて本文参照が可能になります。このことにより本学の学術
リポジトリに登録された論文についても学内外の研究者や利用

で質問・お問い合わせ先
情報サービス課情報サービス係
E・mail jl・srv@mail.doshisha.ac.jp

回
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学外の資料を利用するには
DOORSで検索しても学内所蔵の確認ができない場合は、DOORSの他大学所蔵の検索を押して、所

蔵する学外図書館を確認してください。所蔵の確認ができれぱ、検索結果を印刷し、カウンターヘ
手続きにきてください。

学外の図書館を訪問し資料を利用する場合
図書館スタッフが閲覧訪問依頼書を作成し、相手館に連絡した上で紹介状を発行いたします(相手館からの回答には約1日程度必要です)
連絡の際には、あらかじめ訪問予定日を3日問 1週問の範囲で特定する必要があります。
依頼した当日の訪問は難しい場合もありますので、余裕をもってお申し込みください。
(開館時問や利用条件などは、訪問閲覧を希望する図書館のホームページで確認してください。)
※資料は相手館の館内での利用となり貸出はできません。コピーの可否等についても相手館の条件に従うことになります。
※訪問予定日を変更もしくはキャンセルする場合は、相手館への連絡が必要です。必ず本学の図書館スタッフに連絡してください。

現物借用サーヒ

外の図書館から資料を取り寄せる場合

費用託凱^は申込者負担となります。
学外の図書館から図書を取り寄せることができます。

現物借用サーピスは、DOORSから申し込むこともできます。「7冨雨系^1
÷借用できるのは図書のみです。雑誌の取り寄せはできません。下記文献複写サービスをこ利用ください。
※取り寄せに要する期間は、概ね10日間 2週問です。
÷借用した資料の利用は、図書館内に限ります(館外への貸出はできません)。
÷借用した資料のコピーの可否、借用できる期間は、相手館の利用条件により異なります。
※申し込み後のキャンセルは一切できません。

文献複写サーヒス・・学外の図書館から資料の必要箇所だけをコピーして取り寄せる場合
費用

羽

田

.は申込者負担となります。

学内に論文・記事などの所蔵館が見つからなかった場合は、学外の図書館から必要箇所のコピーを取り寄せることができます。
図書・雑誌のタイトル、巻号、著者、論文・記事タイトル、発行年、掲載ページを確認してから、カウンターへ手続きに来てください。
このサービスの利用にあたっては、事前にデータベース「MAGAZINEPLUS」や「ciNii」等を検索し、結果を印刷してこ持参ください。

文献複写サービスは、DOORSから申し込むこともできます.〔一覆亘系覇一〕
芽取り寄せに要する期問は、概ね10日問 2週問です。
※著作権法31条により、申し込みできるぺージは図書の場合、総ページ数の半分以下となります。また、雑誌の最新号の複写はできません。
※論文ことに申し込みしてください(複数論文をまとめて1件として申し込むことはできません)。
必申し込み後のキャンセルは一切できません。

9サービス利用案内
休講・休眠期間
施設・サービス提供時問

出川図

^

^

月 金

土

日

土

日

8/8 9/15

(月 金)(士・日)

開架閲覧室・参考図書室・雑誌室
第3・45閲覧室

9:00 22:00

10:00 17:00

9:00 22:00

10:00 17:00 9:00 22:00 10:00 17:00

第]・2閲覧室
マルチメディアライプラリー
EU情報センター(EU D
グループ学習室
点字・拡大読書室・対面朗読室
貸出・返却・予約
図書館 PCコーナー

卯0 21:40

10:00 袷40

9:00 21:40

10:00 16:40 9:00 21:40 10:00 16:40

9:00 21:00

10:00 16:00

9:00 21:00

10:00 16:00 9:00 21:00 10:00 16:00

10:00 17:00 10:00 16:00

10:00 17:00

閉架書庫入庫・閉架資料出納
レファレンスカウンター

10:00 19:00 10:00 16:00

●開講期間や休講期間、休館日等は毎年変更されますので、詳細は図

田

月 金

●各種お問合せは{月 金

:ニ::までにお願いします。

開館日程表をこ確認ください。

<2008年度>

4

一父
木

^

^^
■^

同志社大学図書館は、近隣の大学と利用協定を結んで
いますので、学生証や社員証の提示により、協定校の図
書館を利用できる場合があります。ただし事前問い合
わせを条件としている場合や、共通閲覧証の持参が必
要な場合など、大学により利用条件が異なりますので、
レファレンスカウンターにこ相談ください。

^
はありませんので、
所在確認や取りき
訪問時に既に目当ての料が出されていたり、
他の利用者が使っていたり、所在不明だったりす
る合があります。
特定の料の利用を希している合は、前に
問い合わせをしてから訪問することをおめいた

同志社大学加盟の利用協定
下記URLより加盟大学図̲モの利用条件が確認できます。
大学コンソーシアム京都共通閲覧システム

ht如://WWW.cons0ⅧUm.or.jp/contents̲deta".P叩?frmld=428

します。

前問い合わせの手続きについては、左頁の学舛
の囲を訪問し
利用る合をこ参照く

私立大学図書館協会京都地区協議会共通閲覧証協定

ht如://WWW.jaspul.org/W・ky叩ikai乃【yoto/sogo/e仙ran/manual.html

ださい

早稲田大学、関西大学、関西学院大学、立命館大学、龍谷
大学、京都産業大学と相互利用協定を結んでいます。

^
研究室所料を利用する 合は、左頁の学外の
囲書館訪問し資料利用 る含に従って手続

図書館所蔵資料に限り事前問い合わせなしで利用することができます

きをしてください。

利用の詳細は次のとおりです

早稲田大学
学部生・大学院生・専任教職員は、身分証(学生証・社員証)で、早稲田
大学図書館(中央・戸山・理工・所沢の各館)所蔵資料の閲覧ができます

お問い合わせ先

関西大学・関西学院大学・立命館大学
大学院生・専任教職員は、身分証(学生証・社員証)で、各大学図書館所
蔵資料の閲覧・貸出ができます。

今出川図書館

075.251.39BO

ラーネッド記念図書館

077465.7240

龍谷大学・京都産業大学
専任教職員は、社員証で各大学図書館所蔵資料の閲覧ができます

・補・試験期問
施設・サービス、時間

月 金

開架閲覧室・参考図書・雑誌室
第1読書室

9:00 21:00 9:00 17:00

休・休間
月 金

10:00 17:00

日

8/8 9/15

9:00 17:00

(月 金)(土・日)
10:00 17:00 9:00 16:00 10:00 17:00

卯0 16:40

10:00 憶40 9:00 15:40 10:00 1則0

マルチメディアライブラリー

レファレンスカウンター

10:00 19:00 10:00 16:00

10:00 17:00 10:00 16:00

10:00 16:00

一一

凹

一一

書庫入庫
9:00 20:40 9:00 1財0 10:00 恰40
共同閲覧室・対面朗読室・点字室
貸出・返却・予約
第2読書室
バソコンコーナー0階)
パソコンコーナー(2階)

9:00 20:40 9:00 16:40
10:00 16:40

●開謡期問や休謂期問、休館日等は年変更されますので、詳細は図

●各種お問合せは{月 金

9:00 16:40

10:00 16:40

館開館日程表をこ確認ください。

9:00 15:40

10:00 16:40
(2008年>

1:こ:までにお願いします。

目
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サイトライセノスソフトウエア提供
サービスカ、スタート!(2008年4月より)

口

学内ハソコンで利用しているソフトウエアを自宅ても使いたいても、値段が高い!
そんなお悩みを解消てきるサーヒスてす
これまで情報処理実習教室に導入され、授業で利用されてきたソフト
ウエアのうち、教員の研究室や実験施設において、教育研究用途として
多くの利用者が見込まれるソフトウエアについて、大学が一括で契約す
るスケールメリットを生かし、無料または安価で利用できるサービスを

好きな時問に
好きなだけ
利用できる!

高額ソフトウェアが
無料または安価で
利用できる!

働

この春より開始しました。
このサーピスにより、大学が管理しているパソコンはもとより、教職
員や学生が自宅で購入されているパソコンについても、これらソフト
ウエアを利用することが可能となります。

研究室でも
自宅でもOK

(※各ソフトウエアによって使用条件や貸出・購入方法が異なります。)

サイトライセンス利用なら好きな時問に好きなたけ利用できる!
これまでにも、「りモートデスクトップVveb接続」というシステムに

^

琴

より、インターネットを利用して自宅等のパソコンとオープン利用室の
パソコンを接続し、大学内情報環境{こ設置したパソコンを自宅から操作

゛

サイトライセンスつてなに??

することが可能でしたが、利用時間が制限されることなどが課題でした。
しかし、今回のサービスで、好きな時間に好きなだけ利用したい、とい
うそ要望にお応えできるようになりました。

大学や企業などが、ソフトウェアのライセンス
を組織単位で購入する方法です。利用者数やパ

■詳しくは本学HP「情報教育環境ナビゲーション」をそ覧いただくか、
下記の情報メディア課までお問合せください。

http://WWW.doshisha.ac.jp/iv

ソコンの台数に応じて、店頭でパッケージ版の
ソフトウェアを多数購するよりも安いライセ
ンス料での利用が可能になります

本学が提供可能なサイトライセンスソフトゥ.アー覧肋
Microsoft vvindows vista Business

い/indowS>ista'

SPSS16.OJ for vvindows

教職員

教職員

学生

統計解析を行うソフトで、比率分析、データ管理、

Business
WmdovvsxPの後継のVistヨの中でBusinesSにアップグレード

算術計算、線形複合モデル、一元配置分散分析、最

することでこ利用いただけます。その他のMicrosoftのOSに関す

適尺度法による回帰、カテゴリ主成分分析などの

るこ利用に関しては、情報メディア課までお問合せください。

機能を備えていますグラフィック処理も容易です。

SAS(R)9 VvindowS版

Microsoft 0什ice2007 Enterprise
教職員

Microsoft.

教職員

.0仟ice Enterprise2007

)sas

Word,Excel,PO、Nerpoint,AccesSの他、outlookやlnfopathなど
様々なソフトウエアがこ利用いただけます。

Pro/ENGINEER W"dfire3.0

用途に使用することができます

Maplel

教職員

教職員

コンピユータを利用し、設計を行うこと力句能です。
^

学生

統計解析に加えてレボート作成、グラフ作成、デー
タ検索、予測、シミユレーションといった数多くの

ProlE N G I N E E R' また、圧力の加わり方や重力、慣性といった要素を
W1ι0,「置モ
コ0
代入し、シミユレーションすることも可能です。

叩胎"

数式処理をはじめ、数値計算やグラフィックやア
ニメーションを行うことが可能です。変数を含む
計算が可能であり、微分方程式・線形代数・積分・連
立方程式などの問題を解くことができます。

教職員

貸出全ての製品)'情報メディア課に申請害を提出
Mioros0什製品の巴購入:同志社生協弘風館ショップ(今出Ⅱ
紫苑館メディアショップ(京田辺)
SPSSSASのこ購入:同志社生協弘風館ショップ(今出川)
紫苑館メディアショップ(京田辺)
Mepleの貸出情報メディア課(京田辺)窓口

お問い合せ先:情報メディア課教育システム係
E・mai"t・media@meil.doshisha.ac.jp

[今出川校地寧静館IF] TEL075・251‑3990(内線5842)
[京田辺校地情報メディア館IF] TEL:0774657230(内線7232)
Mlor050ft、vvlndoW5、vvlndowS ロゴは、米国Mlcrosoft corporetlon およびノまたはその関運会社の商標です。
大その他記載されている、会社名、製品名、ロゴ等は.各社の登録商標または商標です

圃

MaCを体感る。
使ったことのない人も。もちろん、家でお使いの人も。

Maclntoshつて簡単で、楽しい!
ノノコンはWlndowSし力使っこことがないというアナタ、ちょっと触ってみませんか?
携帯音楽プンーヤーipod。最も薄いノートパソコン、M8CBookAir。マルチタッチディスプレ
イの携帯電話、iphone。これらをつくっているのが、こ存知Apple!
MaCの愛称でおなじみのMacintoshは、直感的な操作性と多種多様なソフトウエアで初心

者はもちろん、プロのクリエーター達の要求にも応えるAppleのコンピュータです。
デザイン、印刷、音楽、映像・ー。マルチメディアコンテンツが生まれる現場で活躍するMac。マ
ルチメディアラウンジでは、そんなMaCをいつでも気軽に利用することができます。
プロカV吏っているなんて難しそう・・・?大丈夫、M8Cなら初めてでも、選んで組み合わせるだ
けで音楽も映像もDVDも作成できるんです。

たとえぱ、Gera尽eBand(ガレージバンド)というソフトなら、
たくさん用意されている素材を並べるだけで、音楽の知識がな
くても簡単にカッコいい音楽がつくれます。iMovieというソフ
トを使えぱ、お気に入りのシーンをつなげたり、特殊効果や
BGMを加えてオリジナルムービーがつくれます。作った音楽
と映像を組み合わせでDVDでメニユーから選んで設定してい
くと、あっという間にオリジナルのDVDまでできちゃいます!
一一

三︑

r︑

一一一

︑二一一

MaC1こ興昧はあるけど触る機会がないというアナタ、いろん
なソフトを使ってみたいというアナタ、ぜひマルチメディア
ラウンジで試してみてはいかがですか?

乞 」.Ξ"

イ"

一▲」ヨ^

︑︑

゛

ーアーウ'

今出川校地:寧静館 IF
京田辺校地:ローム記念館グランドフロア

行ってみよう、マルチメディアラウンジ!

》

さわってみたいけどよくわからない・・。本当にできるか不安・・。
大丈夫。初めてでもスタッフがサボートします。まずは来て見て触ってみてください

目パソコン利用者講習会 マルチメディアコース
春学期に大好評だったパソコン利用者講習会を秋学期も開催中!
Adobe photoshoP入門ノ Adobe premiere / Adobe ⅢUstrato「入門/ Dreamvveaver / Flash
GarageBand / Adobe photoshopAdobe 川Ustrato「応用

各講座の概要にっいては、HP(h廿P://艸W.doshisha.acJP/ivskilup/detail/pdf/multi̲contents.pdf)をこ下さ、

自 Finalcutstudi0講習会
iMovieは使えるけど、もっと高度な編集をしてみたいという方に朗報!!
実際の映画やTVの画像編集の現場でプロが使っている画像編集ソフトFinalcutstudi0の講習会も企画中!
日程等の詳細は、日程が決まり次第本学ホームページ「報教育環ナビゲーション」1こてお知らせします。

情報教育ナビゲーション:hせP://WWW.doshisha.acJP/iv

回
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(所蔵資料紹介
1.M

伊達家関連
香道茶道資料

r

嘉
」,

所蔵
請求記号

亀

今出川図書館貴重室

牛
T

79211M92 ] 2
79] 5 "S9482 他]4件

今年度の共通学術資料費で購入された「伊達家関連香道茶道

台文庫会へ寄託した際の伊達家の所蔵を示すための押印である。

資料」がある。伊達家とは勿論、伊達政宗(寛永]3年没)で著名な

仙台文庫会とは、旧仙台藩士作並清亮等が明治26年に設立した

仙台の大名家である。

会であり、閲覧所も設けていた。29年に伊達家は蔵書のなかか

仙台市経ケ峯には、仙台藩としての初代から三代まで、政宗

ら冊子体の和漢書を選んで寄託したのであった。仙台文庫会は

忠宗・綱宗の霊廟、瑞宝殿・感仙殿・善応殿がある。本来の建物は

明治37年に解散し寄託書はまた伊達家に戻ったが、昭和24年

戦災で焼失して再建された。かつてこの墓の調査が行われ、様々

に宮城県図書館に収蔵され「伊達文庫」となるまでに外に出たも

な副葬品が確認された。特に善応殿跡からは沈香を姓くための

のもあった。今回の収書はその流出したものを含む訳である。

金製の銀葉や名香包が発掘されており、今も瑞鳳殿資料館に展

このうち名香録(図3)は、米川流の名香録を基準にしたと

示されている。また貞山公伊達政宗は、細川家から譲り受けた伽

思われ、伊達家歴代の好みの名香が記載されているという点で

羅の名香に、能のシテ台詞から「柴舟」と命名した(図])。いまは

大変貴重な書である。また、個々の香についても興昧ある記述が

分家の宇和島伊達寡にその一木四名の名香「柴舟」が残る。また

多く、いずれ翻刻を公表する。沈香の名品の6]種の冒頭は法隆

堺の茶人今井宗久の子宗凡との関係も深かった。伊達政宗又は

寺所蔵の「太子」であり、第二が東大寺正倉院に伝わる「蘭著待(ラ

父輝宗所用と伝わる鞍の鐙には、源氏香図の透かしが有る。また、

ンジャタイ)」である。この「太子」については、此の度東京大学か

綱宗の突然の隠居の後にわずか二歳で藩主を継いだ伊達綱村は

ら学位を授与されることになった濱崎加奈子氏の博士論文に詳

茶の湯を好み、伊達綱村茶会記(原本所在不明。1冊を除いて

しい記述がある。特に「太子=法隆寺」は淡路島に漂着した香木

翻刻有)学恵茶湯志(仙台市博物館蔵)という、元禄から宝永へ

であって、聖徳太子がその木から仏像を作らせたといわれ、それ

の貴重な茶会記を二つも残しており、茶の湯の折に様々な名香

以前に同様に漂着した楠で大和吉野寺(比蘇寺)の本尊を作った

を姓いたことが確認される。さらに、御家流宗家三条西公正氏は、

という伝説との混渚がある。
名香録 ILは次のような記述がある(図4)。

度々仙台を訪れて香道の指導に当たった。
此の様に、伊達家は香茶と関係が深かった。そして今回の収書

哨

の殆どには、「伊達伯観潤閣図書印」という朱文方印(図2)が捺

忙く
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図1 伊達政宗命名の名香「柴舟」
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春龍編の梅のしるべを
含む米川流香書

香元点前の書など

音羽サソラ上下春龍上ル
木少和木手本木御伽羅方無之色黒キ杉ナリ黒サソラ珍奇

真香元式解(乾)
真香元式図(坤)

ノ香ナリ
和州芳野山比蘇寺杉
芳野山サソラ上下春龍上ル
木少和木最上御伽羅方無之珍奇ノ香ナリ古椙古代ヨリ
之杉ニテ古椙其ママ唱申候和州芳野山比蘇寺ヨリ到来ノ木ナ

集、

イ,

窒む般

冒,セA

¥,
K

︑

.金

のを「和木」として賞翫した。上記は和木「音羽」「芳野山」の記述

鹸宝

^、

沈香は輸入品であったが、日本の木でも由緒あり香りが発つも

加餐他ぽ醐

劇

N

0

大和尚ヨリ春龍二賜名ヲ芳野山卜申名モ故事有之ヨシ

菟

耘; 1ぢ条1篇、.念マ.,鸞

リ此寺聖徳太子ノ建立ノ寺ナリ太子ノ故木トエ々当住之

コ,

であり、いずれも杉である。香道米川流の宗匠、浅草の鼓香舎春

図5 「仙茶集」冒頭大壷之類.
三日月松嶋九重から始まる

図6 阿部房次郎の
爽籟館所蔵印

龍(しゅきょうしゃしゅんりゅう)から伊達家に献上されたこと

全集に、松山は自らの写本から翻刻を行った。このため、かなり

がわかる。「芳野山」は比蘇寺の杉であり、本尊に関係する木では

の翻刻の誤りと窓意的な書き換えがある。その原本が本学に収

ないが、「和木最上」とされ、かつ「太子ノ故木」ともされていた。

蔵されたことは誠に喜ぱしい。さらに前述の写真の原板は戦災

このような詳細な記述もまた珍しい。

で焼失したことが確実だが、写真帖は奇しくも伝存しており、本
学文化情報学研究科博士課程(後期課程)に在籍中である山田哲

のしゅう)」。(図5)を含む。本書は7つの茶書の集成であり、「仙

也氏の職場、今日庵文庫に収蔵されている。これもまた由縁とい

茶集」はその冒頭の茶書のみを

えるであろう。本書については山田氏によって学部紀要文化情

欣

和]2年没。東洋紡績社長、コレ

ナ

クター)の旧蔵であったことが.'
^

ら茶湯研究家松山吟松庵に送ら

t可︑ナ古

が実業家かつ大茶人益田鈍翁か

、

^古︑＼ヨ,︑て衣三ブナロ

家との関連は未詳)。その写真帖

÷"︑

よつて写真が撮影された(伊達

^ーン︑︑局中失^易

北帝国大学で教授福井利吉郎に

.

れた。松山はそれをほほ2日で
転写した。そして創元社版茶道図4 和木「音羽」「芳野山」

ネカ卯リ而野山比'"1寸杉

司

わかる。本書はかつて仙台の東

報学に「唐物凡数」の翻刻等の紹介が行われる予定である。
冒頭の「仙茶集」は、茶湯名物道具名が羅列され、所蔵者は殆ど

ト欝芳^山知鄭り

の印(図6)があり、阿部房次郎(昭

木少
ネナ
,木1木冉伊見和木最上町細"τ6︑

はふさわしくない。「爽籟館文庫」

力▲ノ

︑フ人ナ︑

を男

指しており、全体の書名として

音リ

本収書は茶道書として仙茶集七部書(外題「仙茶集(せんさ

記載が無いために、永らくその正体が不明なものであった。しか
し実は、天文年間末頃の茶湯名物記(現在「清玩名物記」と称する
ものに相当する)から省略して転写したことをかつて明らかに
した(茶の古典茶道学大系十(淡交社。平成13年)所収、竹内
順一・田中秀隆・矢野環「名物記の生成構造」)。それが収蔵される
ことになつたのもまた縁であろう。
今後このコレクションを有効に活用していきたい。このため
に文学部有志とも共同して芸道文化研究者会議を設置している。
また、電子的な公開についても、翻刻のポップアップも含めて図
書館と相談しているところである。
(文化情報学部教授矢野環)

田

Librory σnd lnformation Teckn010gy center

匙〆クーーク記念館は語る膨「
5年の修復をこえて
..
■●

期間
場所

2008年11月1日(土) 12月27日(土)
同志社大学総合情報センターラーネッド記念図書館2階展示コーナー
]894年佃見台27年)クラーク記念館開館以来、その印隷的
な尖塔をもつドイツネオ・ゴシックの建物は、]979年には国
の重要文化財に指定されました。そして1世紀が過ぎた今も
同志社大学今出川キャンパスの隷徴的な存在になっています。
近年は老朽化が進み、阪神・淡路大震災での被害をきっかけ

に構造調査と耐震診断を実施し、2003年から同志社創立
]25周年を記念して大規模修復工事がなされました。
この秋の展示では、よみがえった同館にスボットを当てます。
当時の面影を仂佛とさせるこれまで直接目にすることがで
きなかった展示品や、写真等をとおして同志社の歩んできた
道を垣間見ていただけると幸いです。
美しいおもむきを見せるクラーク・チャペル

研究トビック

SINET3を利用した未来の電話「t・Room」の実験
「どこでもドア」があったらどんなに便利でしょう。これは
ドラえもんの世界の話ですが、現実の世界でも、電話は音声を

ンを解放し、自由で自然な遠隔コミユニケーションを実現す
ることができるものと考えています。

(理工学部教授片桐滋)

用いた、テレビ電話は映像と音声を用いた「どこでもドア」で
あると言うこともできます。同志社大学理工学部の共創情報

学研究室ではNTTコミユニケーション科学基礎研究所と共
同で、電話などよりもっと「どこでもドア」に近い、未来の電話
t・Roomの研究開発を行っています。t・Roomは、大型ディスプ

国立情報学研究戸斤(N11)が運営している学術情報ネットワーク(SINEr)
は、全国の大学研究機関を結んでいます。
本学は、ネム立大学としては全国に先§区けて、この接続拠点校(ノド校)
に選定されました。

レイとカメラ、スピーカ、マイクからなる壁画に囲まれた未来の

2007年度からは、より高速・高品質なサービスを提供する次世代学

部屋です。離れたt・Roomにいる人どうしは、あたかも同室に

術情報ネットワーク(SINET3)に接続され、墨先端の教育・研究基盤が

いる様な感覚を持って話をしたり作業をしたりすることがで

構築されました本プロジエクトもその研究・実験・評価のひとつです。

きます。また、t・Room内の出来事は全て記録され、t・Roomに

いる人は過去の出来事に時差参加することもできます。
これまでt・Roomは商用の光ネットワークを用いてつながれ
ていました。しかし、研究の進展に伴ってより高い通信能力が求

められるようになり、今年度からは商用ネットワークの数十倍
にも及ぶ能力を持つ次世代学術情報ネットワークSINET3を利
用することになりました。この強力なネットワークを用いるこ
とで、高い通信品質を得られるだけでなく、多数のt・Roomを同

時に接続する多地点接続の実験なども可能となります。
私たちの「どこでもドア」では体でと空問を移動することは
できません。しかし、等身大の映像と音声を通して、小さなケー
タイやモニター画面に閉じ込められていたコミユニケーショ

回

t・Roomを用いた実験風景

DOORSサプリ体験記

世界を旅する1
モンゴル編
a,なさんはモンゴルと聞いてどのようなことを思い浮か

偶然出会った遊牧民にその似顔絵を見せると大抵、再会し

べるでしょうか。朝青龍や白鵬に代表される力士でしょうか?

たい家族が今、この大地のどこにいるのかすぐに教えてくれ

果てしない大草原で馬を走らせ、家畜と共に昔ながらの生活

ます。広大な大地を馬で駆け抜け、待ちに待った再会を果た

を営む遊牧民の姿でしょうか?馬頭琴やホーミーなどの伝

すことができた時の喜ぴは、言葉では言い表せないものがあ

統芸能でしょうか?あるいは、ユーラシア大陸の大部分を支

ります。

配したモンゴル帝国皇帝チンギス・ハーンでしょうか?

遊牧民は、都会に住んでいる人たちと違い、人と出会うこ

私にとってのモンゴルは、いつも「ただいま!」と言える第

とが少なく大地における人との出会い、増してや偶然の出会

二の故郷を思わせる場所です。初対面の時は、素朴で愛想の

いを非常に大切にし、大地に生きる仲間としてお互いの情報

ない人々のように思いますが、表面的なやさしさではなく、

や消息を共有し、助け合っていることから居場所もすぐにわ

心を内側からあたためてくれる人々が住んでいる国です。

かるのです。

今回は、私がホームステイをした遊牧民の生活について紹介

さらに、遊牧民は驚くほど視力がよく、私には全く何も見

えない方向を指さして、突然馬を走らせたかと思うと、群れ

しましょう。

近生牧民は、ゲルと呼ぱれる伝統的な移動式住居に住んでい
ます。日光や風向きを考慮し、南の方向に扉が設置されてい
ます。基本的に、ゲルに入って左側(西側Dが男性用もしくは

から取り残された羊やヤギの赤ちゃんを助け出すこともよ
くあります。これほど超人的な視力だから遠く離れたゲルも

簡単に見つけてしまうのだろうと感心します。

訪問客用、右側(東側)が女性用の空間となっており、中央に

近生牧民の朝は日の出と共に始まり、放牧している子馬を家

ストーブが置かれています。このストーブは、料理を作る時

族が協力して捕まえます。夜問に放牧していても朝になると

にも利用され、燃料は家畜の糞を利用することが一般的です。

ゲルの近くに戻ってきているから不思議です。

また、ゲルの中には特に仕

▼

合モ,寸 合
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そして子馬を一列につなぎ、さらに母馬を捕まえて子馬に

切りがあるわけではないた

ミルクを与えさせます。数回子馬が喉を鳴らした後、可哀想

め、着替え等のプライバシー

ですが子馬を母馬から引き離します。

は全くありません。

その後すぐにバケツを掴み、子馬の変わりに人間が母馬の

このゲルを日本式に表現

ミルクを貰うことになります。母馬は、自分の子供にしかミ

すると、家族5人で、6畳1間、

ルクを出さないため、遊牧民は昔からこの方法でミルクを得

水道・電気なし、トイレ・洗

ているそうです。この方法での搾乳を一日に何度も繰り返し

面所は大空の下という状態

ます。そして、この馬のミルクは、遊牧民の子供たちが一生懸

で、非常に厳しい生活のよ

命に掻き回すことによって発酵し、有名な馬乳酒となるので

うに思います。(ただし、電

す。その他、このミルクを利用して、様々な乳製品が作られて

気については、自家発電を

います。

しているゲルもあります。)

馬乳酒は、遊牧民にとって夏の間だけ飲むことのできる貴

しかし、遊牧民と生活を共にすると、彼らにとっては、果て

重な栄養源です。アルコール濃度が低く、ひと夏この馬乳酒

しない大地が我が家であり、ゲルは家族団樂のーつの部屋に

以外はほとんど口にしな

過ぎないと感じさせられます。限りなく人口密度の低い大地で、

い遊牧民もいるそうです。

家族が助け合い、強い緋が日々育まれているように感じます。

ただ、飲み慣れていない

また、季節に応じて移動するため遊牧民には住所がありま

日本人が一度にたくさん

せん。そのため、ホームステイをした家族と再会を果たす化は、

飲むと、お腹を壊してしま

私の描いた家族のイ彬餅会(モンゴル語で名前も記載しています。)

うので注意が必要です。

を持参します。

田
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こまで読んでくださった皆さんは、モンゴルについてど

自分の興昧に応じた切り口で知識を身に付けておくと、その

のような印象を持たれたでしょうか。モンゴルの大部分の人

旅がより深く感じられることは間違いありません。そして、

が遊牧民だと思われた人も多いのではないでしょうか。し

身に付けた知識の真偽を最終的に判断し、それをどう受け止

かし、モンゴルでは既に昔ながらの生活を営む遊牧民はマイ

めるかは、旅をしているあなたです。

ノリティで、遊牧を廃業し、都会に移り住む傾向にあります。

また、帰国後も出会った人々を大切に思い、交流を続けたり、

都会での生活は、イメージする大草原の牧歌的生活とはか

あなたが感じたこと、興味をもったことに対して書籍などで

け離れて、様々な問題を抱えているのが現状です。経済状態

調べたり、そこで感じた思いや情熱を形にするために悩んだ

は決して安定しているとは言いがたく、社会的格差は広がり、

り、考えたゆ、実際の行動に移したりすることによって、その

失業者や貧困層が多いことや、親に捨てられマンホールの中

旅はまだまだ続いていくのです。旅の終わりを決めるのは、

で生活する子供たちの存在は大きな社会問題となっています。

あなた自身の心にあると思います。

平均マイナス30度の寒さが続く冬のウランバートル(首都)
では、暖房用の温水が通るマンホールの中でしかストリート

あなたが大きな意昧での旅を続けることを希望すれぱ、そ

チルドレンは生きられないのです。マンホールの中に入った

の気持ちに図書館は応えることができます。旅を始めたいと

ことはありませんが、マンホールの中は汚水が溜まり、ゴミ

思っているあなた、また旅を続けていきたいあなた、図書館

は散乱し、凄まじい悪臭がし、とても人間が住める環境では

を旅の経路のーつに加えてみませんか。

ないそうです。
世界を旅する(体験記)として、今回はモンコルの旅を紹介しました。

^ンゴルを旅するアプローチの仕方は、様々な方法がある

このシリーズはまだまだ続きます。さて次はどこの国を紹介するの

と思います。事前に全く何も調べずに真っ白な状態で行き、

かどうぞお楽しみに!

モンゴルの全てを全身で感じるのもーつの方法だと思います。

続きは同志社大学図書館HPの「DOORSサプリ」に近日中にUPの予定です。
http:ノノVVVVVV.doshishe.ac.jp/1ibrary/topics/index.html

しかし、事前に書籍などで、政治・文化・社会・風俗・宗教など、

DOORSサプリ
学問の旅をしたいあなたは・・【
タイトル/著者

請求a

スーホの白い馬王ンゴル民話/
大塚勇三再話;赤羽末吉画
モンゴル:民族と自由ノ
田中克彦著
モンゴルを知るための60章ノ
金岡秀郎著

726.6 Π 09742

女子大京田辺図書館

7266 H 09742

社会学部図書室

3階北書庫30222 T372

文庫・新書旧
文庫・新書旧

今出川図書館

1】3

ラーネッド記念図書館

1 13

女子大京田辺図書館

他館から取寄せ
Or

最大手ネット書店にてキーワード「モンゴル」で
売上・オススメ共にNO.1(2008年8月現在)。国
語の教科書(小学2年生)1こよく掲載されます。
出版当時(1992年)と今日との比較から、民主下
で新たに「自由」が脅かされる事実が浮彫りに。
この国を学ぶことによって日本や世界が見えてくるこ

京都府立図書館他

公共図書館を利用してみる

ともある。我々に自然への礼讃と工業化への反省を促す
モンゴルという国とは。モンゴルを多角的に論じた1冊。

体験型の旅をしたいあなたは・・【図書館以外でも本学でできる」と】
紹

興味はあるけど
何をしたらいいか、
わからない

モンゴル体験って
どんな感じ?

英語力に自信が
ない・・・

<ノ

こんなとき

◎S・cubeのぴあメンター制度
定期的に同志社アーモストフエローや経験者から、直接お話が聞けます。
◎S・cubeセミナー

問い合わせ先
京田辺学生支援課

(嗣業館1階)

様々な経験者やNP0団体の方々から色々なノウハウを伝授。
◎随時その他色々な相談や、経験者の方の紹介もしてくれます。
「セルフ・ディスカバリー・プログラムinモンゴル」(内モンゴル自治区)
視聴ビデオ(2006年8月実施)
http://VVWVV.doshishe.ec.jp/students/support2/kepr0目/self̲discovery.php
先輩方の体験の模様を見てみよう!

本学HP→在学生→課外
プログラムからVveb
上で視聴できます。

e・Leamin呂自習教材 NetAcedemy2 で英語カアップ↑↑↑
http:ノノ゛/VVW.doshishe.ec.jp/students/curricU山m/e・1e8min尽/

教務課

・本学の学部生・大学院生が対象です。※正規学生のみ。

・登録料・利用料は不要です!※利用申請書を提出してください。
・自宅からでもアクセスできます÷インターネット接続環境が必要です。

(今出川弘風館1階)

教務事務センター
(京田辺嗣業館1階)
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