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CD‑ROMサーバシステム導入新九な情報検索の手段としてー
6月]日より両校地の学術情報センターにCD
ROMサーバシステムが導入されました。
.

特徴
今回導入したシステムは、CD ROMデータベー
スの使いやすさの向上を目指したもので、利用者は
サーバにより管理されている複数枚のCD‑ROM
をあたかも自分で専有しているかのように利用する
ことができます。利用の際にサーバの存在を意識す
る必要はありません。また、ネットワークに関する
の 2台を採用しました。ネットワーク0Sには

知識も必要ありません。
従来、]枚のCD‑ROMは]人しか利用できま

CD・ROMサーバシステムに実績のある Nove11

せんでしたが、本システムでは1枚のCD‑ROM

社の「Netvvare 3.12U」を採用しました。 CD‑

を複数人(ディスクにより異なる)で同時に利用す

ROM ドライブは今出川校地{こ14台、田辺校地に

ることができます。このため、いつでも望むCD‑

2]台用意しています。両校地とも最大で56ドライブ

ROMデータベースが利用できるようになりました。

まで増設することができます。
検索用端末には既存の機器の他に、 NEC PC‑

設置機器

982]シリーズ]台を今出川校地に、旧M・PC/AT

サーバは複数枚のCD ROMを管理する「SONY

互換機を今出川校地に3台、田辺校地に2台新規に

製@uarte「‑L70」と検索プログラム及ぴネット

導入しました。新規に導入した機器は最新のCPU

ワークの管理を行う「SONY 製 Quarter‑L50」

(中央演算処理装置)を搭載しており、動画等を含ん

■ 1 司
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雑誌の特集号から判例百選』東洋経済別冊国文学

■

だCD‑ROMデータベースも快適に利用すること

世界大百科事典

ができます。

雑誌記事索引
HIASK 92 94

利用可能な資料

リーガルベース

学術情報センターで所有しているCD ROM

CD‑140万冊出版情報

データベースの中から、利用頻度の高いものや大型

CD 翻訳図書目録

の参考資料を中心にCD・ROMサーバシステムで
提供します。具体的な資料名は下記の通りです。

利用方法

(暫定) CD・ROMサーバシステムに採用してい

CD‑ROMサーバで提供している資料は特別な

ない資料については従来通りカウンターで利用した

申請なしに検索用端末で自由に利用することができ

い資料を受け取って利用してください。

ます。検索用端末に表示されているメニューから利

今出川校地

用したい資料を選択してください。上記以外の資料

Global Books in print pLUS

については今まで通り、今出川校地はメインカウン

Oxford Enelish Dictionary,2nd edition

ターで、田辺校地はカウンターで備え付けの用紙に

‑umanities lndex

記入して貸し出しを受けてください。
検索結果は印刷したり、フロッピーディスクにダ

Social sciences lndex

明治期刊行図書マイクロ版集成索引CD ROM

ウンロードすることができます。ダウンロードを行

世界大百科事典

う場合はフロッピーディスクを持参してください。

雑誌記事索引

印刷を行う場合は]枚10円の出力料が必要です。利

HIASK92 94 (朝日新聞記事データベース)

用後、検索用端末備え付けの用紙に出力した枚数を

リーガルベース

記入してカウンターで支払ってください。

U BISC

利用のマニュアルは検索用端末の近くに備え付け

田辺校地

ています。また、一部の資料については配布用のマ

Global Books in print pLUS

ニユアルを用意しています。

口Xford En81ish Dictionary,2nd edition
最後に

Humanities lndex

Social sciences lndex

今回の CD‑ROM サーバシステムの導入で

e compendex pluS 90 95

CD ROMデータベースの利用環境は大いに改善

Current contents : phys. chem. Earth

されました。今後、学内LANの整備が進めぱ、学
内各所からCD・ROMサーバシステムが利用でき

Science

るようになります。

CD‑R億卜n'(OL‑70)

^0
^0

曇
CO‑R側ドライフ

口

口

口

口

(田辺牧増21ドライプ,今出則牧地14ドライコ')

口

検紫用端末(伽SN)

口
書

=一

検素用熔秉(PC‑,8)

ロロ

口

豆辱

専

フT仏トバ(OL‑50)

出力用プリンタ
く今出川の伊D
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雑誌の特集号から判例百遡凍洋経済呪U冊国文学.
書店でもよくみかけるこの判例百選シリーズの正
式名称は『別冊ジユリスト(請求記号: P320.1;

、禳'
黒企黛̲タ

別冊畑立學ノ、i

B)の一特集にあたるものです。最近出版された渉

1;■::tι̲!r^..'

外判例百選(第3版)を例にすると上部に別冊ジ

亜3?00.、罪弓、乳

ユリスト NO.133 という表示があるのがわかりま

'、.、"、 hy、,、t力;^

す。たとえぱ前号である NO.132は『家族法判例百

f ・'fゞず、,

選(第5版)、 NO.]3]は憲法判例百選(第3版)

゛ノむ
0

などそれぞれ出版しています。
そのような事情から自分が閲覧したい分野の判例

゛'卓

百選を探すうえの参考として、過去の主な判例百選
のりストを下に挙げておきます。

皆さんのなかには図書館で判例百選を探そう
としてみつからなかったという経験をお持ちのかた

なお、『別冊ジユリストは今出川図書館では雑

も少なくないとおもいます。現に DOORSでも

誌室、(最新以外の仮受入分はカウンターに請求)

検索できないし、開架閲覧室や参考図書室の法律の

ラーネッド記念図書館では、仮受入(巖新)分は雑誌

書架をみてもみあたらないことから、図書館では判

コーナー、バックナンバーは書庫にそれぞれ配架さ

例百選を所蔵していないのではと思われるかもしれ

れています。

ません。

別冊ジユリスト内容一覧
NO.38
42
48
50
59
60
70
75
85
86
朋
90
94
97
98
100
1田
102
103
104
105
106
107
108
109

銀行取引判例百選俳斤版)
海事判例百選(増補版)
交通事故判例百選(第2版)
医事判例百選
英米判例百選 1 公法
英米判例百選Ⅱ私法
損害保険判例百選
不動産登記先例百選
マスコミ判例百選(第2版)
特許判例百選(第2版)
公務員判例百選
労働基準実例百選(第3版)
新交通事故判例百選
生命保険判例百選(増補版)
改正労働基準実例百選
新証券・商品取引判例百選
労働判例百選(第5版)
医療過誤判例百選
街づくゆ・国づくり判例百選
民法判例百選 1 総則・物件(第3版)
民法判例百選Ⅱ債権(第3版)
新倒産判例百選
供託先例判例百選
手形小切手判例百選(第4版)
宗教判例百選(第2版)

NO.1]0 独禁法審決・判例百選(第4版)
]]1 刑法判例百選 1 総論(第3版)
]]2 不動産取引判例百選
]]3 社会保障判例百選
]]4 民事訴訟法判例百選
]]5 民事訴訟法判例百選 Ⅱ
Π6 会社判例百選(第5版)
Π7 刑法判例百選Ⅱ各論(第3版)
Π8 教育判例百選(第3版)

]19 刑事訴訟法判例百選(第6版)
]20 租税判例百選(第2版)
]2]商法(保険・海商)判例百選(第2版)
]22 行政判例百選 1 (第3版)
]23 行政判例百選Ⅱ(第3版)
124 商業登記先例判例百選
]25 地方自治判例百選(第2版)
126 公害・環境判例百選
127 民事執行法判例百選

128 著作権判例百選(第2版)
129 商法俳怠則・商行為)判例百選(第3版)
130 憲法判例百選 1(第3版)
13]憲法判例百選Ⅱ(第3版)
132 家族法判例百選(第5版)
133 渉外判例百選(第3版)
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このように雑誌の中に単行書のような特集が組ま

する年鑑ともいうべき資料で、企業研究などに必要

れるケースは他にもよくみられます。ここではいく

なデータを収録しています。下表の内容一覧を参照

つかの実例を紹介しましょう。

してください。なお、『週刊東洋経済』は、今出川

まずは『週刊東洋経済』(請求記号: P330.1; T

図書館では、前年分以前は雑誌室にありますが、本

3)の場合です。誌名からもわかるように経済週刊

年分はカウンターに請求してください。ラーネッド

誌として知られています。時折年に数冊臨時増刊と

記念図書館では、仮受入分は雑誌コーナーにあり、

して刊行されるデータバンクシリーズは、経済に関

バックナンバーはカウンターに請求してください。

『週刊東洋経済データ (ンクシリーズ内容一覧
①経済統計年鑑(最新はN05293)

そのうち資本金5,000万円以上でかつ外資の比率

一般に『東洋経済統計年鑑』として知られてい
るこの資料は、日本の代表的な経済統計資料です。

が49%以上の企業については取引業者や近況など
のデータを紹介している。

日銀や大蔵省刊行の統計資料と違い、民間機関調
査の統計も一部含まれている。人口・労働、鉱工
業、建設イ主宅、商業・サービス、貿易、物価、

⑦会社財務カルテ(最新はNO.524])
金融業を除いた上場企業について、有価証券報

国民生活、企業、金融、財政、世界経済などの分

告書に基づき、収益力・安全性の評価や、資産

野毎にとりあげ、月別・四半期別の細かい統計を

利益・売上等の主な財務指標を]0年前から遡って

掲載している。資料の出所が紹介していますので、

掲載している。

細かい統計が必要なときには、それぞれの資料に
参照すれぱ詳しいデータが入手できる。なお、月

⑧オンラインデータベースディレクトリ

(最新は NO.5271)

毎の新しい資料が必要なときには『東洋経済統計

月報』(359.33; T8)を参照してください。

国内で提供されているオンラインデータベース
を分野別、システム別に掲載するほか、各データ

②日本の企業グループ(最新はNO.5258)

ベースシステムの特徴などを紹介している。

国内企業の企業毎の関連会社・子会社の一覧と
連結決算発表データを掲載している。

⑨全国大型小売店総覧(最新はNO.5210)

③企業系列総覧(最新はNO.5251)

積・開店時刻・立地条件などのデータを記載して

国内の第1種・第2種大型小売店の延べ床面
上場企業と銀行・イ呆険の融資系列、株式系列、

いる。

取引系列、役員系列の他、金融機関別融資額第一

⑩地域経済総覧(最新はNO.5239)

位企業一覧、主要企業の株式所有一覧を掲載して

全国都道府県別、市町村別の人口・商工業・金

いる。

融・住宅などの社会経済データを収録している。

④海外進出企業総覧(国別編・会社別編)

それぞれの統計資料には出所等の解説が付く。

(最新は国別編 NO.5273、会社別編 N05291)

⑪日本の会社85,000 (最新はNO.5289)

日本企業が出資した海外現地法人と、日本企業
の海外支店・駐在員事務所の一覧。国別編と会社
別編が出版されている。

国内の税務申告された法人の申告所得額の都道
府県別、業種別ランキングを掲載している。内容
は資本金・売上高・過去3年分の所得など。

⑤中国進出企業総覧(最新はNO.5243)
前項と同様、中国進出企業について、省別、現
地法人業種別、親会社別1こ掲載している。

⑫株価総覧(最新はNO.5262)
各証券取引所に上場している企業の年足・月足
株価や資本移動、業績などの一覧を掲載している。

⑥外資系企業総覧(最新はNO.5278)
日本国内の外資系企業の一覧を掲載している。
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次に挙げるのが『別冊国文学(請求記号: P

神話についての梗概と問題点をパートでとに紹介し

910.1; B19)です。これは、通称必携シリーズと

ています。問題点などでは引用や参考文献が丁寧に

いわれているもので、作家研究にあたって必要と思

紹介されていますのでまさに必携といえるでしょう。

われる事項(作品論・作家論・年譜)などを紹介し

この『別冊国文学』は、今出川図書館は雑誌室、ラー

たものや、物語や文学一般についての参考となる資

ネッド記念図書館は参考図書コーナーにそれぞれ配

料を毎号一主題で紹介しています。

架しています。
なお、一部は改装版として図書で出版されている

NO.16の『日本神話必携』を例に取ると、神名事

ものもあり、それらはDOORSで検索できます。

典・文献案内のほか、古事記・日本書紀・風土記の

別冊国文学

内容一
身体論とパフォーマンス

※NO.]

源氏物語必携 1

NO.25

※ 2

芥川龍之介必携

26

情報のパラダイム

※ 3

万葉集必携 1

27

王朝女流日記必携

※ 4

中原中也必携

28

ボスト構造主義のキーワード

※ 5

夏目激石必携 1

※ 6

宮沢賢治必携

30

近代文学史必携

※ 7

太宰治必携

31

折口信夫必携

※ 8

芭蕉必携

32

王朝物語必携

※ 9

古今集新古今集必携

33

今昔物語集・宇治拾遺物語必携

]0

徒然草必携

34

竹取物語・伊勢物語必携

Π

石川啄木必携

35

近代詩1則t詩必携

12

万葉集必携Ⅱ

36

源氏物語事典

13

源氏物語必携Ⅱ

※ 37

M

夏目激石必携Ⅱ

38

古典文法必携

]5

平家物語必携

39

夏目激石事典

]6

日本神話必携

卯

新・古典文学研究必携

]フ

百人一首必携

川

昔話・伝説必携

恰

小林秀雄必携

収

古典文学基礎知識必携

円

三島由紀夫必携

※昭

古典文学史必携

20

レボート・論文必携

※"

新1則弌文学研究必携

21

文章表現必携

22

テクストとしての都市

23
24

※ 29

45

古典和歌必携

森鴎外必携

西鶴必携

※ 46

万葉集事典

コピーの宇宙

47

太宰治事典

文化記号論(A‑Z)

朝

能・狂言必携

※は改装版として図書で出版されていますのでDOORSで検索できます。
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新しく入った資料の中から
南極大陸:白川義員作品集上・下巻

新編日本の活断層:分布図と資料活断層研究会編

小学館(請求記号:748; S737)

東京大学出版会(請求記号:455.8; K‑]A)

=今出川図書館所蔵=

=ラーネッド記念図書館所蔵=

写真家・白川義員氏は、その優れた作品群によっ

本書は、すでに]99]年に新編が出版されたもので

てアメリカ最高写真家賞(ASMP)を受賞するな

けっして新刊とはいえないが、先般の阪神大震災に

どすでに国際的第一人者の評価を得ているが、いま

伴って一躍注目を浴ぴた図書である。震災直後に在

また積年の念願であった作品集『南極大陸を取材

庫が切れ緊急に増刷されたことを新聞紙上にもとり

期間足かけ3年、のべ日数330日、その問の総飛行

あげられた。

距離12万kmという大取材を一民間プロジエクトとし

ところで、活断層の一般的な定義は「巖近の地質

て公的援助なしに完遂、みそとに作品を完成させた。

時代にくりかえし活動し、将来も活動することが推

マイナス55゜Cの氷上テント生活、体感温度マイナ

定される断層」といわれている。本書では、地質年

ス90゜Cのブリザード体験など想像を絶する極寒のな

代の区切りである第四紀(二百万年前)から現在ま

か、無謀とさえ思える撮影行は、氏のこの仕事に賭

での間に動いたとみなされる断層を活断層として扱

ける執念のほどをあらわしているのだろう。

つている。

本書の構成であるが、第一部は「日本の活断層
解説」、第二部は「分布図と資料」、そして「付図」

白川義員作品集

からなりたつ。実際の活断層の分布については第二

極大陸

章IL詳細にしめされており、二十万分のーの地図上
に活断層と推定される部分を赤線でしめし、実線や
破線の区別で確実度を表わしている。断層でとの活

下巻

永遠の"キ空

動度もまた過去に発生した地震の震央味則莫・発生
年月日も記載され活断層との関連性がわかるように
示されている。実際に「京都及大阪」の章をみると
有馬高槻構造線をはじめいくつもの活断層の存在

南極大陸のもつ独自の美しさと計り知れない大き

がわかり、とくに六甲周辺には活動度の高い大規模

さに誰もが心をうたれ、見る者を威圧する壮絶な氷

な活断層が密集しているのが一目瞭然である。また

河、広漠たる氷雪原を瞰下する巨峰群、氷結を拒む

京都周辺にも花折断層や黄樂断層などが取り囲むの

巨大な澗れ谷、興味つきない野性生物の数々。

も目を引く。

この写真集は南極の魔性の美を完壁にとらえ、読
者の目を楽しませ、知識欲を満たしてくれる。

地域毎にとりあげた図書や論文は多く公表されて
いるのに対して、全国規模で編集されたことは大き

南極に比肩する大陸はこの地球上に存在し得ない

な意義があると学会などでは評価を受けた。地形学、

ことを自分の目で確かめ、心で感じて納得すること

地質学、地震学はいうにおよぱず、厳重な耐震構造

ができる。

を必要とする重要建造物(原発など)の設計などの

偉大な南極大陸と、死と隣合わせのすさまじい体

基礎資料とされるなど士木王学をはじめ広い分野に

験のなか「神、宗教を超越するもの・・・」という氏の

活用されている。学術的見地からもよし、自宅周辺

言葉には迫真力がある。

に活断層はあるのかといった身近な問題としてとら
えてもよし多角的な利用が期待される。

■ 6 司

復刻日本民謡大観(CD版)日本放送協会編

新製品発売:年表でみる日本経済三家英治編
晃洋書房信青求記号:602.1; M222)

NHK出版(請求記号: CD 4)

本書は明治維新から]994年までの]年毎にその年
にどのような新製品が発売されたかを年表形式(]

北海道から九艸1に至る日本全国の民謡を集大成し
た貴重な民俗音楽資料。

年を見開き2ページ)に紹介したものである。
著者ははしがきのなかで今日の日本経済を把握す
るためには、企業と消費者の接点となる「商品」の
動きの全体の流れからみるのが有効であり、商品が
次々と出現してくるこの全体の流れから、日本経済
の姿を観察するのが良いとしている。個別商品は、
時として国の経済に対して大きな影響を及ぽす事が
あり(例としてビートルズのレコードで一時的に持
ち直したイギリスや、日米自動車問題の発端となっ
たレクサスをあげている)、個々の商品を理解して
はじめて理解できる時代となったといい、この年表

NHKが]9川年(昭和]6年)以来約40年間に渡っ

の意義を明らかにしている。

て全国の放送網を動員し、市町村役場の記録や地元

さて、年表の中身であるが、各年毎に主な出来事

の人々の協力のもとに収集した各種資料によって作

食品・機械・ドリンク・乗物・ Health &

成したものである。このたぴのCDは主に当時の現

Beauty ・ファッション・印刷・噌好・サービ

地録音によるテープをもとに作製されている。規

ス・その他と分類し、ブランドの販売や会社・学校

模・内容ともに現在では再作製することはほとんど

の設立などを列挙している。

困難と考えられており、日本の貴重な文化遺産と言

例えぱ、官許同志社英学校が開校した]875年(明

えよう。

治8年)には、和歌山で最初の夏みかんが作られた

全9巻で、関東、東北、中部(2篇)、近畿、中国、

り、横浜で最初のビアガーデンがオープン、理化学

四国、九艸1(2篇、北海道を含む)の各篇で構成さ

器械製造(のちの島津製作所)や内国通運会社(の

れている。各巻には10枚のCD (約300曲収載)が

ちの日本通運)の設立、歯科医師の誕生などいかに

添付されており、別冊の解説書では各曲の歌詞・楽

も明治維新の香りがこれらの項目からも読み取れる。

譜の収録はもちろん、曲目内容・伝承経路等が詳し

最新は1994年まで記載があるので、つるるん小町
(ハウス食品)、 CCレモン(サントリー)、 RA>

く解説されている。
利用はテープライブラリーで。

4 (トヨタ)、 3D0りアル(松下)といった最新
の商品までフォローしているのでまさに経済の生の
流れを理解する上で大変参考になる。
経済史・文化史・マーケティングの参考図書とし
ての利用のほか、単に通読するだけでも面白い一冊
といえるだろう。

■ 7 ◆
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図書館に所蔵する資料を
ように、図書館の利用法や

.

網羅した小冊子『資料のさがし方』(仮称)を近く
発行します。内容は、 DOORSの検索法や書架の
探し方、百科事典・辞典の使い方、図書・雑誌記事
新聞記事の調査法、主な参考資料の紹介など。 7月
上旬発行予定で図書館などで配布します。

インターネットの回線速度向上について

学内ネットワークの構築に向けて
現在、両校地のネットワーク整備の検討が進めら
れており、今夏に、各建物・研究室への配線工事を
行い、秋以降には、各研究室等での端末の接続が可
能となります。設備の概略およぴ利用方法の詳細等
については、 9月以降、お伝えする予定です。

6月1日より、インターネットの出口である京都
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