(

貿

私の鞄の中には,いつもノートが2冊入っている。 1冊は目下の研究テーマにかかわるもので,こ
ひ

と

の方はまず他人きま{てはこ披露しない。別に大層なことが書かれているわけではない。「1935年5見
ころ, Aは数回B1こ会っている」とか,「1936年7月21日の日記に小説゜C。の構想らしいものが出

(

てくる。その直後に二ーチェの記念碑を見にいっている」といった,私個人1こは多少の思い入れがあ
ひ

と

つても,他人きまにはまず興味のない,しにがって共通の話題とするには不向きなものだからである。
「職業(あるいは義務としての涜書)の収穫」とは概ねこんなものである。その点,もう1冊の(専
門外の)雑読ノートの方は,ゼミでも院生との雑談

一一

の中でも,割と気楽に利用している。にとえぱ

次

「悪書とは決して読まないつもりでも,つい手

が出てしミう本でめり,良書とは涜もとうして
も仲々読めない本である。」

3 5
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図妻館への誘いー・図書館長脇圭平
カウソターから、甘えと公害,
和紙雑感一まぽろしの紙を求めて
・・・・・・・'・・・・・・阪田美枝
統計と統計学1て関する二次資料・・・・・
ザソクト・フロリアソ1こ寄せて・・
実例を中心としナこ資料のきがし方一
簡単な図誓の修理
ピックァップ「グーテンベノレグ
四十一行聖舎

12

目

「どんなに美しい思想でも,すぐ書きとめてオ6
かないと,とりかえしがつかないほど忘れてし

まうものである。」
「かつて読んだことをすべて記憶したいと願づ

・16

のは,ちょうど食べにものをすべて自分の身体
の中に保ってい北いと願づようなものである。
人はそれぞれ自分に本当に興味のあるもの,す

なわち自分の思想体系の中に取り入れるに適したもの,もしくは自分の同的に合致しにいものだ
けを三己憶するものである。」

いずれも哲学者シ,ーペソハウアーの言葉である。そしてこれなら君北ち仁も多少関係がゐりそう
である。余程のことでもない限り(「ゼミ報告」の準備.ノ),われわれ誰しも,「つい手が出てしま
う本」しか読まないものである。にとえばここに「この夏,君はどぅすとす.グ本学教員から夏休み
のアドバイス・プラス・推薦図書」という,或る「書評紙」の特集号がある。そこにはルソーの『社

会契約論』,ヘーゲルの『歴史哲学』,マルクスの『資本論』から,夏目激石の『三四郎』,マルタ
ソ・デュ・ガールの『チボー家の人々』,司馬遼太郎の『竜馬がゆく』まで,古典・良書の類がずら
りと並んでいる。ところで「この夏,君はどうすとしまし元か?」『竜馬がゆく』までゆけナこでしょ
うか。30年まえの私も実は『チボー家の人々』以上に進んだことはない。いや学部最後の夏休みにW

ゾムバルト『近代資本主義』(全3巻)にアタックして最後まで読み切っ北ことがあるが,今では何
ーつ記憶に残っていな1ハ。すぐれナこものはすべて難解である,いや難解であらねぱならぬ,^そう

いう気負った「難解信仰」が私たちの学生時代にはあっにが,ゾムバルトの一件はその見事な失敗例
である。むろん楽に読める本は'かり読んでいたのでは進歩もないだろう。まナこ読みっぱなしばかりし
ていると,ビんなに美しい思想も,すぱらしいアイディアも,どんどん逃げてしまう。シ,一尺ソハ
ウアーさんのオδつしやる通りである。

考えてみれば,大学というところは本当に無駄の多いところである。いや「無駄の効用」を信じて

こそはじめて成立っ制度である。そんならそれ,「真面目に遊ぶ」に若くはない。「なるほど,本を
買うのはいいことだ。ナこだし同時にそれを読むナこめの時間も買えるなら」^これもシ,一尺ソハウ

アーである。読むナこめの時間まで買いナこい人がいる一方,「ほかにすることがないから本でも読む
か」とのたまう幸福族もいる。インヴェーダーの代りに「本でも読む力門でも結構である。コーヒー
のみながら漫画雑誌に読み耽るのも楽しいでしょうが,時にはまあ図書館にも遊びにきて下さい。

カウンターから
tt

と

云

え

甘

き室"
仁コ

Gパソ姿の女子学生が,出納カウソターに頬づえをつきながら,何むとか館員の話にうなづいてい北。数ケ月前の
ある日のカウソターの応接の一駒である。なぜかこの時の情景が今でも私の脳裏をはなれない。頬づえそのものは,

他の利用者に迷惑をかける行為でもなく,目くじらを北てるほどのこともない。しかし公共図書館や他大学の図書館
を利用した場合も,彼女は同じ態度をとるのであろうか。あるいは銀行や区役所の窓口を訪れた時はどうであろう
カ)。

新図書館オープソ以来,利用者は年ととに増え続け,ようやく図書館を利用し北学習が,学生生活の中に定着しつ
つぁるかに思われる。このことは大変結構なことで,まt歓迎すべきことである。しかしその反面,利用の増加に伴
い蔵書への心ない書き込み,悪質なぺージの切抜き,蔵書の影)失,貸出図書の返却遅延,閲覧室内の絶えないぎわめ
き,後を北ナこないロッカーの不正使用等々,いわぱ図書館の、公害,も増加の一途をたどつている。この、公害'に
よる環境汚染の最大の被害者は,ほかならぬ多くの真面目な同僚学生であることは言うまでもない。学外の図書館を
利用する場合は,ききの頬づえ嬢もこれら不心得者にも若干の自粛作用が働くに違いない。'公害'の病根は,自分
達の大学,自分達の図書館という身内意識による甘えと,それによる自律(モラル,マナー)の欠除ではあるまいか。

新図書館の学習環境は,旧図書館に比べ質量ともに格段に改善充実され北。しかしそれとはうらはらに,一部利用
者がまき散らす環境汚染が,むしろ沈潜進行しつつあることはまことに残念である。われわれ館員は,追っても追。
ても性こりなく飛んで来るハエならぬ'公害,の後始未に,多くの非生産的なエネルギーを費している。不心得な利
用者が自浄作用を起す特効薬か,簡便な、公害,演過装置はないものであろ5か
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和紙雑感
^まぽ乃しの紙を求めて^
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阪田美枝

一枚,一枚,丹精をこめて漉きあげられる手漉和紙は,優美できわめて強く,多様な紙として日本の文化を育んで
き北。この技術がわが国にもナこらされにといわれる頃より既に千三百年以上が経うてぃる。その間,原料となる繊維
の質を吟味し,その技は工夫に工夫を重ねて磨きあげられ発展してき北のである。
先人達はこの紙をこよなく愛枯しナ,大切に扱って魂を注ぎこんだからこそ,古代文化を今にまで伝えることがで
き北のである。

手漉和紙は,それを手にする私にちの心をゆきぶり,生活にうる粘いを与えてくれる。
漉く人のこころの温かきが伝わるようなこの魅力にひかれてから十数年がたつ。
この夏も,紙を漉きに阿波へ行く機会に恵まれナこ。以前から興味のあった、まぽろしの紙'といわれてぃる苦参紙
(くしんし)を,なんとか復兀できないものかとの思いからであった。
平安の昔に編纂された法典『延喜式』は広く世紀知られているところである。
巻数にして五十巻,条数にして約三下=百条のこの式に含まれる内容は,まことに多方面にわ北り,かつ徴細な事
柄にまで及んでいるので,法典とはいいながら百科便覧的な趣きを備えてぃる。
そのなか{て「苦参」について次のように書かれている。巻第十三,図書寮式紙屋院規制に,「長功日擇苦参一斤五
両。薇一斤十二両。春二両。成紙百九十六張。中功日擇一斤二両。蔵一斤八両。春二両。成紙一百六十八張。短功日
擇十五両。裁一斤四両。春一両。成紙一百四十張。」とあるのがそれである。これは造紙手一人の一日の仕事量を規
定しナこものである。長功とは日の長い夏(四,五,六,七の四ケ月),中功とは春と秋(ニ,=,ハ,力の四ケ月),

(

短功とは日の短い冬(・ト,十一,十二.ーの四力月)のことを指す。
また,当時,原料の処理としては,流水中で,付着している
"く

こうかい

不純物を手指で懇切丁寧につまみとり精選する「擇」,叩解す
せう
う

/ー

る準備として適宜の長さに細かく戡ち切る「戡」,臼で搗いて
しよワ

しや

叩解する「春」,能率のよい木灰汁を用いて煮熟する「煮」の
四段階のτ程力曙己述きれている。
だが延喜式中のどこにも成紙としての苦参紙はでてこ

き*'券

ず,ま北他の古い文献にもみあ北らないので,なぞの紙といわ

、ゞ<^影〆

れているのである。

しかし『文芸類纂』巻七「文具誌上,紙の筈瑚で,榊原芳野
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(1832‑8D は,図審寮式の文を引き,「米何者なるを知ら

j
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ず,蓋苫参は抄紙の為に,諸国より貢せしことも見えず,蓋粘
滑の為に用ゐしかとも思へと,成紙云々の文に捷れば,別にー
種の紙なり,典楽式には薬用の為め貝すること見ゆ然るに旧来
阿波國にて苦参紙を造る,是煮食を防かんか為に,其苦味なる

^'ー

"、^ ー^ー.ーーーーー

^

②抵たきの図(責)

を欲するに出つといふ,近時療藩前まて之ありしと,阿波人小杉椙村日へり蓋是古風を存せる者にして,式中の紙忙
3

作るも,若参皮なること,疑を容れさるべし」と記している。
昨年,縁あって阿波(徳島県麻植郡山川町富士製紙,県無形文化財指定,藤森賓氏)で紙を漉くことを教わっ北。
この記事を元よりに,ま北ゆかりの地を訪ね北わけである。きらに,数ケ月前,偶々,この国文学者小杉椙村の害
を,一幅手に入れることにな。た。このことが阿波に都ける苦参紙再現への夢を一層大きなものにしナこのである。
七月下旬,阿波の山中で延喜式に記きれている苦参(クララ)を採取した。
クララとは,その苦味ゆえになめると目がクラクラするというところからきナこらしい。
マムシが出る頃なので,素人が山へ入るのは止しナこ方がよ
いといわれ北。けれども厳重な装備に身をかため,藤森夫妻

ぐ《丁

もと同行していナこだき,幸いマムシの方で逃げてくれナこの

・・・i〆f'・・!'*》)))
・・・i券f'・・!'、》)))

か,無事苦参を採ることができに。
マメをナこくさんつけにーメートル程にのび北茎をカマで刈

りとる。根っこをひいてみて驚いた。一本の細い草の根が直
径十セソチ程の太きで五十セソチもの長きを持っている。
そ時ふと『延喜式』に規制きれている苦参とは,茎の部

ーー・詩

ーーーー→、^、'芽トノ k、,ηゞ
、ぐきミト、、、'、、':.ノ、1

分のことか,それとも根のことなのであろうかと考えさせらーー、、̲'̲《女、、ー,

^^^
.■■■^■

れナこ。

③

あ

ら

︑フ

両手にひとかかえに束ね北草を,あとで計ってみるとちょ

図(擇)

うどニキログラムであっナこ。

自分で採っ北経験からみれば,根を採る方がその労力からい。ても非常に簡単なのである。
こワ亡
一般的な紙料である楮と同様に苦参を煮て処理しナこが,その繊維はかにく,なかなか枯もうようなハ゜ルプ状にはな
らない。無理を承知でぃろいろ苫心の結果,やっと三枚漉きあげに。しかし出来上。ナこその紙はみるからに粗く,えδ
よそ和紙のもつ優しきにはほど遠いものであっに。

前述の『延喜式』の記事の中で「煮」の工程が抜けているということは,この繊維が麻のそれとよくイ以ているので,
浦そらくは発酵きせて紙1てし元のかもしれない。
阿波にばセソプリ紙'と呼ばれる薬紙が古くから伝わっている。

『延喜式』巻第三十七典薬寮式のところには,十数ケ国から苦参が上納きれ,薬用として記載きれている。
苦参紙もセンプリ紙のように,その根を煎じ,紙にしませ
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ナこものをい。ナこのではなかろうか。

ま北苦参は防虫剤としても効果が大であるときく。大切な
書をまもる北め.虫から保護する役目を果してい北のではな
か。ナころうか。

次から次へと疑問が湧いてくるが,またにく間に滞在予定
の一週間が過ぎてしまっに。

やっと苦参紙への手がかりをつかむ入口までき北ような思
いであっナこ。

必ずしも充分とはいえないこの試みではあ。にが,貴重な
経験となり,ますます今後の研究へと関心が深まってき北。

①たたく図(春)

終始暖かい指導を得て,手漉きの和紙にかかわる幸せを身
に泌みてありが北く思う。
それにつけても,手漉きの和紙は衰退の一途をナこどつている。

かつて明治期に六万八千戸あっ北といわれ北紙漉きは,現在その百分のーになってしま。に。けれどもその技をい
まな浦支えている人達は,先人の紙への愛情を受け継ぎ,一漉き一漉きに夷心を重ねて黙々と励んで浦られる。
世界に誇る素晴らしいわが国の文化を,もう一度見直す必要があるだろう。

個性を失っに機械による製品より,一枚,一枚がそれぞれの顔をもって,こころをうつす手漉き和紙の良さを,手
作りの貴さをみな枯すといわれる今日,私にちの生活の中にぜひともその場を復権させ北いものと願っている。
(同志社女子大学音楽学科職員)
図は国東治兵衛撰「紙漉重宝記より

旧675.5.1K
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文献探索^二次文献の利用^(24)
二

統計と統計学の

次資料

ここにとりあげに二次資料を広い意味忙とって統計をどう利用し北ら良いか手引書的なものから目録,索引さらに
抄録的な統計資料集なども含めましにそしてできるだけ代表的なもので本館所蔵のものを掲載しましに
D 利用の手引書

5.説経済統計一日本経済分析のためにー

一橋大学経済研究所編岩波昭28(師359.33;H2)

1.経済指標の見方,使い方
阿部喜=著日本評論社昭49 ( 359.33;Aの

昭和4年から26年頃までの統計を吟味し,解説を加え

作り方よりも利用や使い方に焦点をあて光経済統計の
手引書である。これは「経済セミナー」に連哉してい
ナこものをまとめて箱り,人口と労働力,財政,金融,

にものである。項目は国民所得の流れに即応して配列
ている。参考は主として外国の類似統計との比較や参

物価など主要な経済指標を12の主題別にして解説して

考文献を扱っている

し,説明の部分は利用上の注意,解説,参考とに分け

いる

6.解説経済統計一特に戦後の分析のためにー

2.経営統計の見方,使い方
成瀬健生著ダイヤモンド社昭43 (駈359.335;N2)
経営統計の利用の手引書で,第 1部では「経営統計に
どんなものがあるのか大蔵省,日本銀行,通産省,
経済企画庁,中小企業庁,その他の官庁,民問機関が
発表しているものに分けて主要な25の経営統計を紹介

一橋大学経済研究編岩波昭36 (圖359.33;H2)

前記(険5)の続編をなすもの。戦後が中心寸ビが,重要
系列については戦前昭和4年まで遡り,戦後は昭和33
年まで含める。内容は前編と同形式だが,前編が戦前
の時系列化重きを置くのに対して,本書は戦後の復興
積極的発展開始期に焦点を合わせている。

してぃる。第1部では「経営統計はこんなに活用でき
Ⅱ解題・目録・索引

る」と目的に応じてその利用の仕方が書かれている。

フ.統計料解題

(

3.新版林統計の見方,使い方
小山智士・満永正昭編家の光協会昭54

内閣統計局編全国経済調査機関連合会昭Ⅱ
(伽16.33; S3)

戦前の統計総索引版というべきもの。解説の部と索引

(罰359.61; N24)

農林統計の利用の手引書で,「各種の統計項目がいか
なる定義と約束のもとに,いかにして調査きれたか又

の部1こ分かれて,解説の部では資料の概要,載ってい

それが統計指標などにいかに利用されているかなど{て

五十音順の索引がある

る表の説明などがついている索引の部には事項別,

つぃて平易に解説しに万人向きの手引書」となること
を意図して編集されている。

8.本邦統計資料解説
後藤貞治著叢文閣昭11 (⑯016.33;G)
これも戦前のもので,利用案内書である。前篇に統計

1 資料の手引書

資料供給者主体別資料を後篇に項目別主要資料解説を
叔せている。どんな所がどんな統計を,どんな主題に

4.経済統計の実際と利用

横山辰夫箸白桃書房昭41 (師359.33;Y2)

はどんな統寸が発刊きれているか解説しながら列挙し

主要な経済統計の解説書である。どんな統計が作られ

、Cいる。

てぃるのかその種類,性質,約束事,利用上の注意な
どが書かれて「包括的批判を主としにいわぱ一種の現

9.統計調査総・昭和51年

行主要経済統計の解説・批判に関する資料集」であ

行政管理庁行政管理局統計主幹編

る。付表{こ指定統計と白書の一覧がある。

会昭51 (師351;T3)
5

全国統計協会連合

政府,地方公共団体,日本専売公社,日本銀行など政

4.日本統計総索引

府関係機関が昭和47年から51年までの5力年問に行な

国立国会図書館監修専門図書館協議会編東洋経済

つたすべてのものが含まれた統計調査総目録である。

新報社昭51 (気028.351;S)

本篇のほかに実施機関別・五十音別統計調査名索引と

わが国の様々な機関が色々な統計を作成してその数は

指定統計一覧,統計関係法令その他の主要統計などの

膨大なものになるが,どのような内容の統計がいつ,

付録がついている。

どんな機関が作り,どんな形で公表あるいはどこから
発刊され,どこに収録されているのか,こんな要望に

0.民間統計資料一・昭和43年

経済団体連合会編刊昭43 ( 028.35;M)
わが国民問経済諸機関が定期ま北は随時に作成刊行し
てぃる統計調査資料の所在・内容を明らかにしに目録
である。全部で298機関が刊行している統計資料の資
料名・作成・刊行・回数・主要内容・蒐集方法・発表
方法・調査開始時期を載せている。付録に官庁統計調
査資料一覧がついている。

応えにのがこの索引である。統計書名によ。て自由に

検索できるように工夫されて浦り,「統計調査総覧」
(圃351;T3)が「統計調査の索引」であるのに対し
て,「日本統計索引」と共に実用的な「統計資料の索
引」が意図きれている
15.日本統計索引本篇

日外アソシェーツ昭50 (圃028.351;N)
利用し易い本格的な統計索引である。これは膨大な統

1.日本統計月報料解説編昭和50年
行政管理庁行政管理局統計主幹編全国統計恊会連合

計資料の中から官庁を中心として,入手・利用が容易
で基本的かつ重要な一次あるいは二次資料を144種選

会昭50 (罰351;N2)

び,その中にある24079表の表題・表側に用いられて

わが国の統計及ぴ統計調査の全般にわにって体系的
な説明をするとともに,総理府統計局が毎月刊行する
日本統計月報に掲載きれている統計について解説する
ことを意図して作られ北ものである。」総説で統計組
織と統計基準とにっいて,第1部でわが国に粘ける主

いる轟に若干の調整を加え索引語(見出し語)とし,ア

も簡単に使い易く利用できるように工夫きれて枯り,
前記の「日本統計総索引」より一層利用し易いものに
しにものである。尚この索引に載っている統計資料は

要な統計及ぴ統計調査を解説し,第2部に於て日本統

できるだけ本館では入手の方向にあるが,現在その所

計月報に掲哉きれている各統計表について解説してい
る。巻米には実施機関別五十音索引がついている。

蔵率は本学で約郭%,本館で約30%というところであ
る。しかし基本的で,一般的なものはこの索引をツー

イゥエオ順に配列し北ものである。統計資料を誰れで

ルとして本館又は本学でも求める事ができる。

2.総理府統計局刊行資料総目録
総理府統計局編刊昭41 (圃028.35;S)
明治4年太政官正院中に政表課が設けられてから,昭
和41年2月未日までの同局刊行の全資料の目録であ
る。刊行物名,欧文刊行物名,英仏文の有無,月刊・
年刊の別,創刊年,発行所,内容項目説明などが記載
きれてぃる巻末には全資料の書名・調査名索引が付
いている

16.日本統計索引補'一国別・地域別篇一
日外アソシエーツ昭52 (罰028.351;N別巻)
前記本篇の姉妹篇で,本篇で割愛した外国関係統計の
分をまとめたもので,本篇で対象外の外国統計専門資

の索引化はきれていない。し北がって外国統計索引と
しては網羅性に欠けるが,巻未の第3部には「外国統
計調査の手ぴき」として調べ方,利用の参考書,邦文
あるいは各国の主要な外国統計資料がりストア・,プさ

3.海外統計料目録
日本貿易振興会編刊昭51 (圃028.35;N)
国際機関,各国政府機関及び中央銀行等の発行する統
計が主で,他に各国経済団体,主要産業別団体及びー
般出版社による統計も含まれている。対象国は195力

れてぃるのでそこから資料に接近する必要がある
フ.統計情報総索引昭和52年版

総理府統計局編日本統計協会昭52 (師028.351;S2)
昭和48年から昭和51年12月までの間に刊行きれたもの

国になる。国別・主題別/主題別・国別の2分冊にな

で,主として官庁・政府関係機関の統計資料のうち第

つて,昭和51年3月現在ジェトロ資料室に所蔵する統
計資料で,3477のタイトル数が載っている。ナこだしヨ
本語・アラビャ語・ロシア語の統計を除い北統計資料

一義統計の報告書を主体に編集きれ北ものである。そ

である

関する基本的な情報(編集・発行・販売機関,発行の

して集計項目をはじめ内容に関する詳しい情報が載せ
てある。第1部:統計情報索引に於て刊行物の内容に

年月・周期,集計の対象・区分など)と,その基僕と

計を抄録的にひろい集めて,平易に解説している。統

なる統計調査の概要を掲蔵し,第1部:統計表題りス

計資料の出所先も減せて,巻米には主要参考資料書目
もついている。

トでは収録した報告書の主要なものについて掲載され
ている統計表の表題を纖せている

24.日本都市年鑑昭和37年
全国市長会編自治日報社

Ⅳ総合的な二次統計資料

318.フ; N2)

人口・市政・財政・経済・文化・社会など広範囲に渡
つて全国の各都市の比較統計資料が載ている創Ⅲ

18.日本統計年鑑第1回(昭和24年)

(昭和6年)からのは東京市政調査会編,日本都市述

総理府統計局編日本統計協会(@351;N3)
わが国の国土・人口・経済・社会及び文化などのあら

盟事務局刊の「日本都市年鑑」(飼318.フ;N2‑1a)

ゆる分野にわ北り,重要で基礎的な統計資料を総合的

に復刻されている。

{て集録し北代表的な二次資料である。一般的統計数値
25.大都市比較統計年表昭和28年

はこれから求める事ができる。原資料は官庁統計が主

で,資料の出所は各統計表毎の下に紹介している巻

大都市統計協議会編刊(航351;D)

米には事項索引・資料一覧(官庁毎)が付いている。

10大都市(以前は5大・ 7大都市)の市勢・行政の基
礎的な統計資料を相互に比較することを目的として編
集きれナこもの。 10大都市は東京(区のみ),札幌,川

9.日本の統計昭和31年一

,

総理府統計局編大蔵省印刷局(@35LN3)

崎,横浜,名古屋,京都,大阪,神戸,北九州,福岡

日本統計年鑑の簡略化した小型版。各部門にわ北る基

の各市広範囲にわたる分野の比較統計資料で表には

本的な統計をできるだけ分り易く利用し易い形に編成

資料の出所先も載せてある。

してあって,手身近に置いて簡単に利用できるもので
6.世界統計年鑑 1952年一

ある

国際連合統計局編美濃部亮吉翻訳監修原書房
(飼350.9 ; S )

0.日本統計月報昭和36年一
総理府統計局編日本統計協会(翫35LNの

国連の統計局が各国の統計機関の協力を得て,世界各

日本統計年鑑の月刊版で「わが国で月々又は四半期毎

国の広範囲にわえる各種統計を要約して集録し元もの

に公表される統計から経済・社会の動向を総合的に槻

である。項目は英文・和文の併記がされてある

測できるように,基本的かつ最新の全国的数字」を集

録し北もので,総合的な統計の速報版である

フ.国際統計要・ 1951年
総理府統計局編大蔵省印刷局(航350.9;K)

(

内閣統計局編刊明15一昭15 (飼351;N)

簡略な総合的な国際統計集である。「主として国際連
合ないしその専門機関が取り集め北最新の国際統計資

1.大日本帝国統計年鑑第1回一59回
日本統計年鑑の戦前版で,戦前の我が国の代表的なも

料から各国の人口・経済・社会・文化などできるだけ

ので,基本的な統計資料を集録したものである巻末

広い分野にわにって基本的なもの」を選んで集録して

に内閣統計局刊行書目が付いている

いる。資料の出所も明記きれている。

22.民力一都道府県別民力測定資料一昭和40年一

8.解説アジアの統計全3巻

朝日新聞社編刊(罰351;M)
生産・消費・文化など国民のもつエネルギーを都道府

北川豊編了ジア経済研究所昭42‑43(鹸352;K)
1巻:人口・労働,1巻:農学,Ⅲ巻:鉱工業・物価
貿易・国民所得に分け,各巻共各国の統計について解
説し,統計表については各国の具体的な統計数字の比

県単位に数値でとらえに統計資料集である。民力指

数,資料集,参考質料,資料出所先一覧の4つの部門
から矯成されている。資料の部門は項目毎に統計表と

較ができるようにしてある

その解説からなっている。

29.エカフ工統計年鑑第2回(1969)一第5回(1972)
国際連合編日本エカフ工協会訳原書房昭44‑47

23.日本国勢図会昭和2年一
矢野恒太記念会編国勢社(飢35上N5)

(航352; S)

経済・社会・文化・工学・農学など広範囲化わにる統

エカフ工地域(アジ了と極東)の全般的な主な統計が
7

本経済の変遷を計数的に明らにし,経済予測を行うに

集められている。第6回 a973)から書名が「了ジア
太平洋統計年鑑」(圃352;S2)に変吏されナこ。「エカ

めの基礎資料を整える自的で編集きれ北。前半に統計

フ工統計年鑑」では統計項目は和文・欧文併用であっ

集(141の経済指標について)を出所と注記をつけ,

こゞ,新書名になってからは欧文のみ1てなっに。

後半に於て資料に対応する形で解説が詳しくなされて
いる表と解説の相互関係も指示されてある。

0.国連アフり力統計年鑑 1972年一
5.明治大正国勢総覧復刻版

日本ECA連絡委員会編アフり力開発協会

東洋経済新報社編刊昭50 ( 35LT2)

(師354; K)

政・金融,社会統計の各部門の数表が載っている。そ

明治の始めから大正の終りまで経済を中心としに国勢
に関する全ての統計を網羅している。金融・有価証券
商品・貿易・産業・社会の各編と各国国勢比較などの

の出所につぃては初めに「典拠資料及ぴ覚書」の欄で

付録からなっている。

アフり力の各国毎に人口渉よび雇用,国民所得勘定,

農林・水産業,鉱工業,運輪・通信,貿易,物価,財

説明きれてある
6.経済要・昭和51年

経済企画庁調査局編大咸省印刷局(師359.33;K2)
主として戦後に浦けるわが国土・人口・国富・国民所
得・財政・金融など主要統計を総合的に編集しにもの
で,小型の簡略版である。後の方に日本経済と世界主
要国経済との比較統計概要が載っている。

1.長期経済統計一推計と分析一全14巻
大川一司・篠原三代平・梅村又次編東洋経済新桜社
昭40‑54 (圃359.33;C)

「近代経済学の基本概念に依拠し国民所得勘定体系を
フレームとして」明治・大正・昭利の長期にわナこる日

本経済の発展してき北過程を統計的にあとづけること
を目的としてぃる。各巻とも分析・推計・資料の3部
に分けて詳細な解説がなされている。巻米に文献目録

フ.国際経済要・ 1975年一

経済企画庁調査局編大蔵省印刷局(詞359.33;K9)
「国際連合をはじめとして各種国際機関で作成される
諸統計を要約又は加工して,国際経済浦よび主要国経
済の動向を体系的に概観し,国際比較統計として利用

が付いている。
32.日本統計総観

できるように編集されている」もので小型版である。

朝日新聞社刊昭5 (頂1336;A5)
明治初年から昭和の初めまでの金触・財政を中心とし
に各種の経済統計を総合的にまとめにものである。各
経済項目を13類に分け,初めにその沿革を書き,関連
する統計表を載せている。最後の第13類には外国統計
の主要なものがまとめられている。表の出所も明記さ
れ,その引用統計資料も目次の前にABC順に一覧さ

V 統計学の二次文献
38.経済学の動向上巻第3部「統計学」
日本経済学会連合編東洋経済新蝦社昭49
(趣331; N12)

戦後日本に枯ける経済学関係の文献を本格的に体系的
に集めに文献目録であるぱかりでなく,経済学研究の
動向と水準を解説しにものである。その中の「統計学
」の部門にまとめられている。統計学一般・経済統計
径営統計・社会統計の文献を中心としてその研究成果

れている

33.日本経済統計集一明治・大正・昭和
日本統計研究所編著日本評論社昭43
(気359.33; N5)

と動向を詳説し,最後にそれらの文献を一括してまと

明治・大正・昭和に渡る主として経済に関するもので
政府統計がほとんどの資料である。集録しに統計表に

めている。

は詳しい註記・解説がつけられ,その出所も明記され

39.現代統計学大辞典巻未942P.‑965P
中山伊智郎編東洋経済新報社昭37(師350.3;G)
統計学の代表的な辞典であり,巻未に「統計資料」の

てぃる。巻未には明治2年から昭和32年10月に至るま
での統計調査に関する「日本統計史年表」がついてい
る。

紹介とともに統計学の「重要文献目録」が付いてい

る。和文・欧文の単行本と論文の代表的・古典的な文

34.明治以降本邦経済統計

献の目録である

日本銀行統計局刊昭41 (駈359.33;N4)

明治元年から昭和40年ころまでの約100年間に渡る日
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生き続けていることがある

院は中世に邦いて大学が出来るまで文字
ザンクト・ワロリアン修道院図書館
通り学問,文化の中心であ。北。そうい
つ北中で修遭院図書館の役割も浮かび上がってくるのだが,尖際に修道院図書館を目の当り忙みる機会を得にことは
大きなよろこびであっ北。事実,多くの教会堂忙接しにけれどもそれをみたのは後先ここだけであっに。

聖フロリアソ,その達設は古くまできかのぼるが,17世紀には全面的に再建の手が施され卯年の歳月を経てカルロー
ネ(carlone)からさらにプラソグウアー(P皿ndtawer)により1715年とろ現在の形を整えナこらしい。それは大聖堂

を中心に円錐状の刈り込みを取り巻くように施設が並び,その特徴ある黄色い建物が周囲の緑をうつして美しく1峡え
生

るそれはブル*クナーの「大オルガン」のある中央聖堂,豪壮な大理石の間を含む十六の広間,そして修遭院図書

(

館,アルトドルフ,一美術館などを燦している。
図書館は1744年から51年にカメナてハイベルガー(Haybergeb によ。て症てられ,今は13万冊の蔵書を誇。ている。
その中{ては809冊の写本類があり,800冊の1500年以前の幼碓な印刷術{てよる初期1'11本も含まれている。掲鐵した写
真が白黒1こなってしまうのが残念だが館{て入ってみて,何よりも目を見張らきれるのは天井はもとより.全るところ
黄金の色彩とパ'ロック様式よりなる菓麗な装飾である。それは人口とは反対側の書棚のあいだを縫う窓からの光によ
。て浮かぴヒる各書架の上部中央忙は美しく彫刻されセ大きな黄金プレートが掲げてあり,そこに書架ことのイ
シャレ文字が水きれてあってまずは大まかに資料の所在のめぽしがつくよう1こなされて1.、る。そして犬片にはアルト
モンテ(B Altom0川0)が7年の歳月をかけ北フレスコ画!てよる優美な犬上物語・が繰り広げられるこれは大聖

市{,大理石の広問なビの各天井にも描かれ北。館内がすべて吹念抜けの二層仕゛「,.階の周囲を回廊で巡し,§,で面
書架の写{ことビめてあるのでどこ光いても館内が一望できて広々と落ち着いてlnるきらには何箇所か{て股けられた
半円柱の書棚(乎貞では中央)を開くと,からくりのように奥のプf＼と書庫が速なていく
修値1浣内のアレトドゆフ,一美休赦"ではドナウ派の代喪ア,レトド小ワアー(A. AltdoHe')の有名な多敏の連作
宗教画が人目を引くそして大聖堂には先ほどの犬片画の外1こオーストリア収大級の プル クナー・オルガンが
この日も老大家の面影を偲<で縛き渡てい

カ>つー(

サウント

すブ

ミュージ、、,ク」と1ハう楽い.、映画があっナこ。あの冒三貝の美しいシーンを仂沸ときせるよ
9

うなのびやかな丘陵地帯をぬけて山間部へ入るとこのバロ・,ク建築の修道院に出てくる。田舎の風恬といい,教会内
部の壮大な造りといいブル、"クナーの作品にみる大きなうねりをなすバロックの構成を思わずには浦れない。
アントソ.ブノレ."クナー(A. BNckn.0,彼は十三歳で父をなくし,以来ここ聖フロリアン修道院とかかわりを

持った。教帥からさらにオルガン奏者を経て四十歳近くまで古典を研究し,代表作はほぽ五,六十代に集中するとい
うまれな晩熟の努力家であっに。七十二歳で世を去るまでほとんど聖フ口りアソの一室を倉lr所舌動の中心にわいてい
北。生澁1人身ゼケにが,遺品の中托は浦もいを寄せていに少女の写貞も)られる実直の老大家は大聖堂地下室の
オルガンの夷下にめる黄金の棺でとわに憩っている
十九忙なるという学生リーザが教会内部を終始ていねいに案内してくれに。小柄な美しいりンツ。娘である。
ル.,クナーが好きです」ときわやかに答えてくれに彼女ににだうなずき返すだけだっに。
Σ,゛」う

堂奥のまろき調べに思いはせ
分かちあえたる君とよろこび
(プルックナーに寄す)

惇朴のその、のままの生きたまう
伽藍オルガン図苫館のまなか

A・プルックナー
a824 9の

ここ聖フロリアンで霊感を受けつづけ北誠実な老大家の生き様をもう一度思っ北。
神秘な光が黄色い教会堂を染めるころ,つきないなとりを胸に,再びザルツブノレグへと向かっに。

実例を中心とした

資科の

さ

が

し

方一16‑

今回は,合年の 4月以降に受付けナこ質問からヒクァ・"プしましナこ。レフ了レンスカウンターやメインカウンター

で受付ける質問には様々なものがあります。すべての質問の場合に当てはまるわけではありませんが,百科事典を利
用する事によって回答の手がかりが得られる事があります。今回の質問例で見てみると,質問例1の「出版倫理綱
領」,質問2の「物語」のように,質問の中に含まれる単語を百科事典で調べ,そこで得た資科を手がかりに専門事
典を調べ回答が得られました。図書館参考室には,日本語,英語,ドイツ語,フラソス語,スペイソ語,ロシア語の
百科事典が備えてありますので利用して下きい。日本語の百科事典は数種類ありますが,それぞれに特色があります
ので,ーつの百科事典を利用するだけでなく別のものも同時1て利用するようにして下きい次化参考室にある主な百
科事典を挙げて邦きます。
ブリタニカ国際百科事典(TB S ブリタニカ)
大項目事典(20巻)と小項目事典(6巻)とがある
大日本百科事典(ジャポニカ)(小学館)
万有百科大事典(小学館)
ジャポニカを部門別に再編集しにもの
グランド現代百科事典(学習研究社)
世界大百利事典(平凡社)
追補が1973年以後毎年刊行されている
Encyclopedia Americana.(英語)
Encyclopaedia Britannica.(央語)
Everyman,s encyclopaedin.(央語)
BTockhaus Enzyklopadie.(独語)

Det Grosse Herder.(独語)
Grand Larousse. q厶語)
Pequeiio Laroussp en c010r.(スヘイ ン上)
60Jlb山a牙 COBeTCKa又ヨHUHKnoneaH牙

(ロシア悟)

Gre3t soviet el]cyclopedia.(英'倍)
【問例 U
出版倫理綱領が見にいのですが
<回答>

(

'出版倫理綱領'がどういうもので,何時作成され北ものか不明だっナこので,その澗査をまずしましに。参考室に
ある「出版事典」(023;S 4),「実用本の辞典」(020.3;U)で凋べると,昭和32年10月27日に日本雑誌協会,日
本書籍出版恊会によ。て作成発表という記述があります。作成時期が昭和32年という事がわかりまし北ので,出版
年鑑 19郭年版(025.LS閉架)で凋べると,16 17ページに「出版倫理綱領の全文が城っています朝日年
鑑昭和33年版飢日年鑑 1959 待事年鑑 1959」等の年鑑1こも記述はめりますが綱領の一部分又は概略
しか纖っていません。
【問例 2】

「源氏物悟」の前後に書かれセ物悟についての資科(原書,研究占)はありませんか
<回答>

「岩波小辞典日本文学占典(910.3;1 参考室)で凋べると源氏物語は1004年 10Ⅱ年(寛弘年問)ころ
に書かれています。その前後には宇庫保物語伊勢物語」,「落窪物佶浜松中納言物語」等の物語が書か
れています。詳しい年代等は文学史年表で調べて下さい。これらの物語の概説が、F安朝文学事典(910.23;H4 参
考室)の第5章:物轟,第7章:歴史物語の項忙書かれています。「物語 1て関する研究書については,主題がわか
つていますから分類目録で検索して下きい。斬分類昌録で「物語」の分類項目である913.3を検索すると物語文学
の研究(913.3;14),「平安時代物語論考」(913.3;M3),「物語文学の過界(913.3;M‑3)等が見つかりま
す。この他にも多数の研究書が913.3の項で見つかります。個々の物語については,913.31;竹取物語 913.32;伊
勢物轟,913.35,落窪物語等の該当する分類項目を検索して下さい。原書については「日本古典文学大系」(918;N),
「日本古典文学全集(918;N3)に収録きれています。いずれの全集も開架図書室1てありますこの他忙も参考室
にある各種の文学事典,百科事典も参考になると思います
【問例 3】
手形・小切手の変造に関する1968年以降の我国の文献が知りにい。
<回答>

特定の主題(この質問の場合手形・小切手)の文献を捜したい場合1ては.その主題に関する専門書誌が出版きれて
いないかを新分類目録028 (専門書誌)の項目で調べて見て下さい新分類目録を調べて見ると028.325 (コソマ以
下が主題を示します。 325は商法)に「文献商法学上下(028.325;H 参考室)が見つかります。この下巻:総
則・手形商行為他篇の手形小切手法の項月を調べると「手形の偽造と無権代理の関係」(後藤紀一;岡山商大論叢
8巻1弓;1972年),「手形の偽造についての若干の考察(小松俊雄;法律論叢 44巻1号;1970年),「手形の偽
造につ,nて(主子良男卜凄学32巻3 弓;1968年)・・・・・・等の論文が見かります
同じ新分類目録で今度は主題から調べて見て下き1ハ

325.6;有価証券法,325.61;手形'去,325.62;小切手去,326;刑法.338;金融等の関連項目を凋べると手形小切手
犯罪の捜査」(中川一他箸 326.2;N 開架)宅の文献が見つかります。「出版年鑑(025.1;S)は,.その年度に
出版きれに図書を分類別に配列してありますので,樺済一法律の項目で文献をチ.,クする事が出来ます。又「別冊
ジュリスト」(P320.LB)の 5・魯24号が小切手削列百選の特集号1こなってハニすので参考.ーなると思い工す。雉誌
論文については「雉誌記卓索引人文社会編(P027,Z)で凋べて下きい分類別の配列になってぃます。
【問例 4】
藤庫兼家の5親等の系図が見えい。
<回答>
目録コーナーの力ード宗*ク火の上に備えてある新')順相関索ぢU で系図を捺すと2881て分類されています

分類表で確認すると288.2に系譜(系図)という分類項目がありますので、分類甘録で検索してみて下さい。そ5す
ると288.2;K4に系図纂要」(全18冊)という書物が見っかります。これの「別巻2 名簿索引」で'兼家'を検
索すると、ケソカ,という読み方で115 ページに載って枯り,「系図纂要第2冊:藤原氏」の 3 ページと49ページ
に'己載がある事がわかります第2冊の3ヘージには藤原朝臣姓の系図が,49ヘージには,生年月日,地位等の記述
のっいナこ系凶が載ってぃます。「系図纂妾」の他にも読史総覧(210.03;T参考室)の835ページ,「読史備要
(210.03;T2‑1a参考室)の84ヘージにも藤原兼家の系図が載っています。
【質問例 5】

OECD加盟国の最近数年間の国内総生産指数,国民所得総額,平均賃金,卸売物価指数,消費者物価指数が知り
1、ー

<回答>

外国の諸統計延っいては,国際連合が発行していろ「世界統計年鑑」(350.9;S)があります。これには各種の統
計が国別に載ってぃます。国内総生産指数等の項目もありますので,これを利用して下きい。凶書館では,1952年版
から所蔵してぃます。最新版 a977年版)は参考室にありますが,それ以外は書庫にありますので,メインカウンタ
ーで必要な年度を請求して下さい。又総理府統計局発行の「国際涜計要覧」(350.9;K)にも載。ています。「国際
統計要覧」は1951年版から所蔵していますが,1952年板と1953年版は欠号1こなっています。 OECD (経済恊力開発
機構)加盟国1てっいては,「現代用語の基陛知織」(03LG 参考室),「グラソド現代百科事典(031;G7 参
考室)に加盟国名が載っています。
【質問例 6】

ニコライ.ラッセノレを中心、1こ1906年(明治39年) 4月に長嬌で創刊されにロシア亡命社会主擾者の新聞「ヴォーリ

ヤ」の所蔵館はわかりませんか,又「ヴォーリャ」にっいての文献があれば教えて下きい。
<回答>

明治時代の新聞・雑誌を集めに文庫「明治新聞雑誌文庫が東京大学法学部にあります。この文庫には,明治時代
に刊行きれに新聞約1800種,雑誌約5700種,その他の関連資料類を所蔵しています。この文庫の所蔵目録として,

「東天紅と明治新聞雑誌文庫所蔵新聞目録があります。両書とも図害館に所蔵して浦り参考室忙備えてありま
す質問のヴ寸ーリャ」は新聞ですので「明治新聞雑誌文庫所蔵新聞目録」Φ27.5;T4C)の外国諸新聞の項目
を調べると,164ヘージに「BOJlg」(ヴォーリャ)が見っかり,マイクロフィルム(ネガ.ポジ共)で卜h l トh80
(1906.4.27 1906.10.25)まで所蔵しているのがわかります。原物も所蔵していますが卜儉5 と卜虹12が欠号になって
います。

BOJlgj (ヴ寸ーリャ)に関する文献として,新聞発行の中心人物であったニコライ.ラ・"セルの研究書である和

田春樹著「ニコライ・ラッセル上・下」(289.3;R12 開架)があります。その下巻の第7章在長崎露国革命党
に,械関紙「ヴォーリャ」発刊,「ヴォーリャ」と日本人,「ヴォーリャ」と中国革命,「ヴすーリャ」廃刊への
各項目があり,巻頭には「ヴォーリャ」創刊号の写真がありますので参考になると思います。又巻未1こは参考文献が
26ページにわにって載っていますので,この中からも参考になるものがあると思います。又「革命ロシアと日本

(210.6;N8 閉架)の中の報告122 123ヘージにヴ十ーリャにっいての記述があります。
【質問例 7】

J舶n An0山lh のし. Bal d鉛ゞ0IN聆の英ψ{本はありませんか,英沢書名は Thieゞes C討niva1 だと思います。
<回答>

同志社全学の所蔵目録力ード,国立国会凶書館発行の新収洋書総合目鉄」,他大学図書館の蔵書目録を調査しま
しナこが,残念ながら所蔵している所はどこもありませんでしナこ。ナこだ「Books in pdnt 1978‑1979」(025; P)とい

う出版物目録で調べると「Thieve.' camiv01」が Jeon Anouilh 「seven plays v01.3」に収録きれているのがわか
りましナこ。この目録には現在入手可能な図書が掲載されていますので洋書店で入手可能です。 rseV肌 Playsvo】.3
は1967年に HiⅡ& W.ng から出版されています IS B N (国際標準図害番号)は IS BN O‑8090‑07398です
【問例 8】

石山寺について知り

こ

」

、

0

<回答>

石山寺の縁起1てっいては寺院名鑑」(185.91; Z 参考室)第3巻近畿篇の36ページ,大日本寺院総覧」
(185;D 参考室)下巻の1584ヘージ1このっています。又各種の百科事典にも載っていますので調べて見て下きい。
その他の資料として日本絵巻物大成」(721.2;N4 閉架)の18巻:石山寺縁起,「古き寺々 2 石山寺一」
(「イ非句研究」(P 911.3;H2) 33巻9号に掲載)があります
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修理

の

よく利用きれる図書はよく傷みます。開架閲覧室には約5万冊の図書がありますが,利用率の高い図書は枯のずと
決ってくるようです。特に試験期には特定の分野の書架が全んど空{てなることもあります。傷んだ図書を業者に回し
て再製本させると,きれいにはなりますが婦って来るまでかなりの期間を要します。よく利用される図書が長い問書
架に無いとい5矛盾をかかえてしまうこと1てなります。そこで当館では回収しに傷んだ図書をなるべく早く利用者に
返すにめ,できる限りの範囲で自館修理しています仕上りが少々じじむさくてもその方が良いと考えナこわけです。
ここでは事務室内での修理業務の案内を兼ねて皆さんの本棚にある傷んだ図書を家庭内でも修理できる簡単な方法を
紹介してみます。
本の構造

(

まず本はどの部分から成りた。ていて,それぞれの部分はどういう役削をしているかということを洋装本でみてみ
ましょづ。図をみて下さい。
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主な部分には次のような役割があります。
表紙・・・表表紙と裏表紙とあり,中身の保護とともに内容の衷示

(

装飾の役目をする。

背一・・・・表紙の一部で,占名・著者名等を表示する。
丸背と角背とあるが,丸背には次のよ5な種類がある

....

フレキシプルバック(柔軟背)
すく背文字が消えることがある。

タイトバック(硬背)
はないが,開きが悪い。

形がくずれにくく.背が傷むこと

開きゃすいが背が傷みや

ホローパック(腔背)
上記2つの長所を補い合っ'にもの。
この形式のものが一番多い

みぞ・・・表紙と背をつないだ問のくぽみで,表紙と中身をし。かり密着させ,まナこ開きゃすくする。
見返し・・・表紙と中身ととのつながりを強くする。 1枚になていて耐久力の強い紙を使用する
主に準備する修理の道具と材料
肥後守,カ.,ターナイフ,ハサミ.定規,紙用あるいは木工用ボソド.見返し用紙(少々厚くしっかりしにもの)

寒冷紗(綿ガーゼに和紙を裏打しにもの。無けれぱ、ただのガーゼでも間に合うでしょう),背紙(ハトロソ紙のよう
な薄くて丈夫な紙),ボール紙,その他。
作

ここでは丸背ホローバ,クの洋装本で,中身のとじがゆるんで来たものや表紙と中身をつなく、寒冷紗が切れ北もの
を対象にします。

1.まず,表紙と中身をはずし,いらない部分をとりのぞきます。
中身を机の上など1て片手で押きぇて,開いた表表紙を下の方に引っ張ってはがします。裏表紙も同様にしてはがし
ます。分離しに中身はまず,見返し(表裏)をはずし,次に背についている背紙,寒冷紗や花布を肥後守でていねい
にはがします。この時,中身をとじている糸まで切らないように注意して下さい。表紙に残。た見返しや寒冷紗もて
いねいにはがします。

花布
背紙
見返し

2.新しい見返しをつけます。
中身の2倍以上の大ききの紙を二つ折りにしたものを2枚準備
します。この紙の折目側の方に5柳 10抗^位ののりしろをとり,

見返し

ボンドをつけて中身の背側.山の線に見返しの端を合わせ,親指
のつめで谷をしっかりこすりながら貼ります。必ず山の線に合わ
せて下きい。谷の線に合わせて貼ると本の開きが悪くなります
次に中身の大ききに合わせて,見返しの余た部分を力*ター
ナイフで切り落します。
背のとじ糸がゆるんでいるものは,細長い紙を,縦に巻いてそ
の上にガムテープを貼るか.紙ばさみの大きいものではきむなど
してゆるまないようにして枯きます。

^

舮

3.寒冷紗,花布,背紙を貼って背固めをします。
中身の縦の長さより,20柳位短かく,背の巾よ
り30 40加位長い寒冷紗を準備し,まず背にボソ

花布

ドを充分につけ.寒冷紗を布目倶Ⅱて,ボンドをつ

.^.'゛:一.^■

ノ

見返し

'
亀

けて背の中央部分と表裏の見返しにしっかりと貼
ります。

次に花布を貼り,きらにその上から背全体にポ
ンドをつけ背紙を貼ります。貼り終っ北らタワ
シ,歯プラシなどでよくこすってしっかりと固定
しま9。
4.表紙と中身を接着します。
衷紙の片面にボンドをつけます。つけ
北寒冷紗の当たる部分20寓唯の巾に.そ
,

れと表紙と背表紙の問の溝にもつけま
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1冒

＼
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れば布などでこすってのばして下きい。
最後に表紙と背表紙の問の溝を表側から

ホ、ンドを

:巾.◆:今

します。残りの片面も同様にして接着し
ます。表紙側の見返しがしわになって粘

冒

(ホローバック)。次に表紙と中身を天
地が逆にならないように気を付けて接着

'

1

に寒冷紗には充分につけます。背表紙の
裏と中身の背にはボンドをつけません

'4●■

す。中身の方は見返しの片面全体に,特

■,,,1一睡

r

る場所は表紙の背表紙側.見返しに貼っ

ノ】'
ボンドをつけない

へらでしっかりこすって什上げます。

表紙が表裏とも180度以上開けぱ0・Kです。
以上でできあがりですが,表紙と背表紙の問の溝が切れている場合は次のよう忙して凌紙の修理をします。
5.表紙の修理。

(

まず,溝の表紙側を厚紙にそってハサミで余分なものを切り落します。背表紙の芯になってぃる厚紙をはがします。
芯が再使用出来ない程傷んでいたら同様の厚紙を同じ寸法に力、,トして準備して下さい。まナこ,背表紙は薄くそいで
芯の大きき位に背文字の部分を力・"トして,後でできあがりの背表紙忙貼れぱ元の形がある程度維持できます。
背表紙になるクロスを準備します。これは市販のものもありますが,なけれは布に和紙を裏打ちし北ものか,薄く
そいだ皮を使用します。寸法は縦が表紙

1'1TΣ、

の天地の長きプラス40抗創立,枇が背の厚
さの3倍位でよいでしょラ。
表紙,背芯とクロスをボソドで接省し
ます。溝のあき巾は通常'6
すが,表紙が厚けれぱ'8

7棚とりま
9加位とるな

ど凋整して下さい。
友紙ができあが。北ら4にもど。てk
紙と中身を接着します。
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以上簡単に丸背ホローバ、,クの洋装本
の修理方法について述べましたが,この
方法は他の形式のものにも応用できます。
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ピックァップ

復刻版「グーテンベルグ四十二行聖書」
活版印刷術の発明者として知られるジ,ソ・グーテソベルグ(1399?‑1468)はドイツのマインツに生れに。一時
ストラスプルグに住んでいにがその後再びマイソツに戻り生涯を終えている。

彼の最初の職業は宝石磨き及び鏡製造人であった,とストラスブルグの紀録にあるが,その後印刷事業に関係する
ようになっナこと思われるジ.ン・フィリ*プによって印刷されに「年代記」(1474)によると,「姓をグーテンベ
ルグと言うヤコブスとフストなる名を有する或る他の者とは,金属の活字によって皮羊紙に文字を押捺し出すことに
熟達し,一日に各300枚の印刷老としてドイツの一都市マインツ忙て知られるに至る」と記きれている。このように

印刷術を発明しナこグーテンベルグは,1445‑1467の間自分の上場設備を担保に,黄金細工人ヨハソ・フストの援助を
受け印刷所を経営し北。
り

^等一^御驫^一・

トゥス(ラテン文法書),2.膿罪状 3.四二行聖
書 4..'六行聖書 5.カトリコン(万民必携節用
宝鑑)等が掲げられる。
四二行聖書
ぐりのマザラン文庫から発見されセので 1名
マザラン聖書」とも呼ばれているが,本文の行
数が四二行あるところから一般に四二行聖書」
と言われている。(実際には40行の頁,41行の頁

もあるが大部分は42行である)。 1450年頃から着
手し,6年余りの歳月を費やして完成きれに。も
。ともこの聖害は印刷の進行中,借金のか北に工
場設備一切とともに上記ヨハン・フストの手に移

一一一一^ミ︑^︑^一一^︑・

彼の手になる印刷物として主なものは,1.ド十

^

.

,
.写

n

゛

.

り,グーテソベルグの弟子のぺーター・シェーフ了によって完成されたのであるから厳密にはグーテソベルグ1人の
作品ではないと言えるかも知れない。

この言わゆる「グーテンベルグ聖書」は210部つくられ,うち30部は羊皮

9

痢躰,残りの180部は紙刷本であ。た。現存する完本はわずか22冊でわが国

r

には完本は粘ろか端本すらない。
︑'゛"肩︑

ず
一︑三

.ト.

ι一

"一『^

・、、急・..
闇'^、^^

・卓.

、
、

弓︑

¥呈

'?
、

︑゛︑.

、

,,

^ー

す、e"＼ t
^宅、、ー

.、

、

此度,図書館が購入しナこ複製本は2巻本(上巻648頁下巻634頁),各頁
とも縦割 2段組み,サイズは31.5ι抗X43.5m,本文はラテンH吾,表紙はフル
ダのへッセソ州立図書館所蔵の原本を見本とし,本文はべルリソ国立プロイ
セソ文化財団図書館所蔵の原本を見本としに完全複製木である。
活版印刷きれた初期 a5世紀)の書物は特に「インキュナブラ」ー「揺箴
期本」と呼ぱれ貴重なものであるが1978年春この「グーテソベルグ聖書が
約5億円で売買きれてぃることからも解るようにその価値ははかり知れない
ものがあると言えよう。

グーテンベルグ使用の印刷機

、、びぷりおてか"
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