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中世の読書に思、う
神学部長

中世ヨーロッハのスコラ学の伝統のひとっに,読書に
取り組む彼ら特有の方式と姿勢とがあった。そこでは,

石

井

ノ、

学徒は本をつねに一冊だけ手渡された。そしてその一冊
に集中,格闘して,完全に読破し得たとき,はじめて次
の一冊が手渡された,という。

それにはむろん,時代の制約があった。活字のなかっ
t人、

中世の読書に思う
新島襄とピラール航海術教本・ーー
EC資料センターと
その資料について
誌上書庫案内
目録の利用・

た時代の本は,きわめて稀少で貴重な研究資源であった
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から,上述のような方式によらないかぎり,学徒は本を
手にすることができなかったに違いない。しかし,その
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ことに加えて,彼らの読書のその方式にはもうひとつ重
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要な理由があったと私は考えている。それというのは,
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スコラ学の諸原理のうちに含まれた解釈論の影響である。
学徒の本にたいする姿勢は,その解釈論によっておのず
から規制を受けたであろう。

彼らの解釈論の原理は,「等しいものが等しいものを解
釈する」と言いあらわされることができた。本に書かれ
てあることがらの真の意味は,読む者の徳性が原著者の

棄されてしまったわけではない。たとえば,近代の学問
状況のなかにシュライエルマッハーをはじめとする近代
解釈学が生まれたが,かつてのスコラ学的伝統はそのな
かにも形を変えて生きながらえたと思われる。というの
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は,学徒がつねに一冊だけの本に取り組む方式は過去の
ものとなったが,その方式の根底にあったと見られる解
釈論の動機は,かつての「原著者と徳性の等しい読者だ
けがその本を理解するJ というところが,ここでは「文
書を理解する前提は,読者が原著者とのあいだに生のか
かわりのうちにあることである」と置きかえられても,
基本的には受けつがれていると思われるからである。「生
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のかかわり」という語はもともと訳語であるから意味が
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受けとりにくいうらみがあるが,要するに,原著者が人
間として生きた事実と,読者が人間として生きる事実と
が,ひとつの包括的なできごととして受けとられている
ありさまである。たとえぱ,アウグスティヌスの「告白』
のなかに書きあらわされた心の葛藤は,そのところを読
む人の心の葛藤とのあいだに「人問として生きる悩みを

徳性の高さに達したときに会得される,というほどの意

共有する」という「生のかかわり」が生じていれぱ,そ

味である。したがってたとえば,アウグスティヌスのr告

の程度に応じて理解が可能となる。それはたしかに,か

白」という一書を今私が読んだとしても,私に彼の真意

つてのスコラ学の場合のように,原著者と読者とのあい

がどこまで伝わったかは,私自身の徳性がアウグスティ

だの,いわば「人問性の質の等しさ」のようなものを求

ヌスのそれにどこまで近づき得ているかにかかる。一冊

めるわ付ではないが,両者のあいだに少なくとも r生の

の本を読むということは,読む者自身の徳性がその本を

かかわり」と表現され得るほどの連帯関係が成り立って

読んでわかる段階にまで高められるための修道をも同時

いなければ,読者は読んでも理解できない,というので

に課する,厳粛なつとめだったのである。

ある。したがって,本を読むということは,読者が原著

スコラ学の時代が去り,書物の歴史,大学の歴史とと

者またはそこに書きあらわされてぃることがらにたいし

もに,本にたいする人々のかかわり方も変ってきた。そ

て,みずから連帯のうちに入って行く覚悟,準備,修練

のうちとくに,十八世紀以降において文書のが飛躍的

を求める。読書の成否はそれによって分かれる。

に増大したことと,歴史学およびその周辺において文書

昨今のように,本の量がまるで加速度でもついている

処理の方法が変革されたこととは,本にたいする学徒の

かのごとく増大し,どこにでも大量に本があるというこ

態度を一変させる結果となった。そのさい彼らが,文書

とは,ある意味では結構なことであろう。またそのなか

そのものにたいしても文害に書きあらわされた事物にた

でわれわれが読書の量をこなす課題も避けることはでき

いしても,近代にお、・、てあらたに獲得された「歴史」の

ない。しかし,そのうちでともすると,読書とは称しな

概念を導入しつつ,可能なかぎり客観的な態度で対応し

がら,じっさいには文書化された情報の処理に追われて,

ようと努力したことは,文書を主たる拠り所とする種類

一冊ごとの本にじっくりと取り組めなくなってぃるうら

の諸学問を目ざましく発展させることになった。その関

みを感じる。この一文によって昔の読書方式を持ち出し

連において,スコラ学ともどもに,読書についてのスコ

たのは,量をこなす作業のかげに解釈論の原点を見失う

ラ学的伝統がすたれてしまったことは,やむを得ない成

危険を覚えたからである。あえて読書の量を犠性にして,

り行きであ「たのかも知れない。

質を守ろうとする態度が,今のわれわれには強く求めら

しかしその伝統は,今から思えぱ,けっして全部が放

れているような気がする。
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新島襄とビラール航海術教本
新島襄は,徳川幕府がその崩壊の10年前に,近代的海

囲は次の通りである。算術では比例算とその応用問題,

軍建設のために江戸築地に設立した軍艦教授所(のちに海

代数では代数計算の初歩から,連立一次方程式,二次方

軍操練所ともいった)という学校で約2年間勉強した。こ

程式とその応用問題,不等式,等差数列,等比数列など

の学校は明治期に海軍兵学校へと受け継がれ,後年の帝

であり,軍艦教授所時代のノートは和文とオランダ語で

国海軍の士官養成所となった。海軍の学校であったから,

記され,英学に切換えた文久3年(1863)には英文の代数

学科としては測量算術,造船,蒸気機関,船具運用,帆

学の写本がある。応用問題には軍事に関するものが多い

前操練,海上砲術,大小砲調練などが,10日を周期とし
て(当時まだ一週問という単位は使われていなかった)組
まれていたことが,勝海舟の r海軍歴史」にも見える。
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ところが現在同志社に保存されている当時の新島のノ
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トあるいは写本には,上述の帆前操練に相当すると思
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われる「航海詳義」の他は,数学に関するものしかない。
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私は永らくこのことを不思議に思っていたが,当時の海
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上砲術の教官であり,後に明治期の海軍兵学校教官にも
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なった沢太郎左衛門の回想談(r史談会速記録」63輯)を読
むにいたってこの疑問は氷解した。
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それによると時局柄,学生が急増し,一方教官が不足

遜

したので,初めは主に航海測量の数学の教育を第一とし
たという。それはちょうどフランス革命の最中に設立さ
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れたエコール.ポリテクニックで,初めは全学生に実験
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もやらせてぃたのが,物資欠乏から数学を重点的にやら

●暮口.

せるようになったのと似ていなくもない,数学と理化学

(図 1)ピラール著 r理論的および実用的航海術教本」 a847)の扉0

の学習の効果はてきめんだったという。これによって「弾

遊び紙に「蕃所調所」と「安政丁巳」の印がある。(国立国会図書館
蔵)。

飛の遠近を密に計り,火薬勢力の工風」をすることがで

のは学校の性格を反映している。英文の写本には無限級

きるようになり,海軍の砲術は著しく進歩した,と砲術

数もあるので解析に近づいてはいるが,一部の伝記にの

の専門家沢太郎左衛門は語っているのである。数学は航

べられてぃるように出国前に微積分までやったという事

海と測量にも欠くことができなかった。

実はない。航海数学はオランダ語と和文で記され,時角,

新島は軍艦教授所設立の3年目からの学生であるから,
ほとんど数学だけを学んだことはこの回想談から明らか

平均太陽時,天体の出没方位角,太陽中心高度,月の高
度,天体の方位角,緯度,経度の計算などである。

である。rそこは優れた数学教師のいた日本唯一の学校だ

これらの数学ノートの右肩には原書のぺージ数らしき

つた」と後年新島も英文回想記でのべている。(A. S

もの力靖己されてぃることが多く,たとえぱ hi.395とある
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のは,オランダ語原書の395ページにちがいないと思われ

島が日本で系統的に西洋数学を学んだ最も早い一人だっ

た。それが何であったかが私にとって次の大きな疑問とな

たことは,この時期のノートあるいは写本によって立証

つてきた。私は日本で読まれた外国航海書の歴史を調べ

されるので,最近の日本数学史にも記載されるようにな

てみて,当時最も重要視されていたのは,オランダ語の

つた。(r日本の数学100年史」上巻)。

ピラール航海術書であることを知っナK飯田嘉郎著r日本

ところで新島のノートまたは写本に見られる数学の範

航海術史」)。

私は新島のノートの数葉のコピーをたずさえて国立国

トと康書を校合してつきとめたのは,手前味噌になる

会図書館にゆき,幕府旧蔵蘭書の中に,内容とぺージ数

が私が最初である。新島は2年ほどの問にこの書物の主

がぴったり符合する書物を発見した。 J. C. pilaar,

要な部分をほとんど写し取っていることがわかった。
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この原書は,出版年が異なり,新島のノートとぺージ

Si1ι記加α"h1ιπSt, Amsterdam,1847(ピラール著 r理論的

数が合わないものがもう一部国立国会図書館にあり,静

および実用的航海術教本」1847)がそれである。(図 1)こ

岡県立図書館の葵文庫やその他の場所にも存在する(r江

の書物には r蕃書調所」と「安政丁巳」の印があった。

戸幕府旧蔵蘭書総合目録」)。その訳稿が「筆氏航海全害コ

安政丁巳a857)といえば幕府の洋学研究センターという

と題されて,日本学士院と静嘉堂文庫に分散して残って
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(図2)右の計算例に対応する新島の写本ノート。問題は和訳してあ
る。ピラールの答は114'22'となっているが,新島はH4'21'34"まで出
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(図3)ピラールの P342。天側データによる方位角の計算例。

してぃるので実際に計算もやってみたのであろう。

べき蕃書調所の設立の年であり,軍艦教授所設立の前年

いるが,いずれも断片にすぎず,完訳されたかどうかは

である。軍艦教授所が同じく官立の機関である蕃書調所

知るよしもない。新島の.ノートには和文とオランダ語の

からこの書物を借用したことはありえたであろう。これ

両方が入っているので,原書もしくはその写本を見たこ

は本文力巧47ページ,数表篇が106ページの 2冊からなる

とは確かである。私は初め新島が天測の具体例をいちい

大冊であり,代数,対数,平面ならびに球面三角法の詳

ち計算したものと思っていたが,原書を見るにいたって,

細な説明をおこなったのち,航海に必要な各種の天測計

解答の計算をそっくり写したものであることがわかった。

算の具体例を豊富に盛りこんだものである。

(図2,図3)。全問題の計算まで載せた深切な本なので

新島の数学ノートと航海術ノートまたは写本の圧倒的

ある。しかし,わずか2年問にこの程度のオランダ語が

に大部分は,このピラールの写本であると断定できる。

読めるようになり,西洋数学の最も初歩から始めて球面

原著の表題の Stuurmankunst (航海術)を表題にした写

三角法まで修得し,実際の天測計算まで物にしたのは大

本も数点ある。前記の r日本の数学100年史」にも,新島

へんな努力だったといわねばならない。ここでつけた数

がピラールを読んだと一言しているが,これはその分担

学の基礎学力が,後年のアメリカ留学で物をいい,新島

執筆者が私の示唆によって害いたものである。新島の数

をして日本人として初めてアメリカの大学での正規卒業

学と航海術のノートの原典がピラールであることを,ノ

者にさせたのである。

(工学部教授)

EC資料センター

口
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とその資料につし
マロ

欧州共同体(EC)は今日の国際社会において強い影響力
をもち,ヨーロッハの統合はもはや後もどりすることは

ないだろう。今後ますますその発言力を強めてゆくと思

勺

く弐3

での研究が進められているのが現状である。

P

われる。EC研究も経済的倶1面だけでなく,あらゆる分野

ιミ

ここでは本学のEC資料センターの紹介にあわせて,EC

資料のあらましをセンター所蔵の資料を中心に記してみ
たい。

される生々しい資料は法律,貿易,産業,競争,雇用,

本学のEC資料センターは1976年12月に法学部研究室

農林漁業,運輸,開発,科学,教育,税制,地域,エネ

(光塩館)の 1室に設置された。この EC資料センターは

ルギー,信用,関税,環境問題と広範,多岐にわたって

EDC(European Documentation centre)と呼ばれ,日本

いる。最近では外交政策の分野に迄,統合化の波が押し

では現在12の機関(北大,東北大,東大,早大,慶大,中

寄せている。

大,名大,同志社大,関大,神商大,香川大,西南学院

EC資料は, ECの設立・加盟条件, EC委員会発行の官

大)がEC委員会の指定を受け,EC資料の無料提供を受け

報である 0丘icialJoumal,その他ナマの EC委員会資

てぃる。これらの EC資料センター以外に EC資料を利用

料,ユーロスタットと呼ばれる統計局資料,閣僚理事会

出来る機関はEC寄託図書館としての国立国会図書館お

出版物,欧州議会資料,欧州裁判所資料,会計監査院出

よび駐日EC委員会代表部広報部の資料室がある。

版物,欧州投資銀行資料,ECが第三国との間に結んだ条

EC資料センターは,研究・教育の活動の一環として,

約集に分けることが出来る。

ヨーロッバ統合の研究活動を援助・捉進するのを目的に

これらの資料の中でもEC委員会と統計局資料が圧倒

設置されてぃるもので,具体的には欧州統合の研究を進

的な量を誇ってぃる。EC委員会の活動を知る上で基本的

めてぃる大学,学部,研究者等を援助するために設置さ

な情報源として COM(EC委員会.)ドキュメント,SEC(事

れてぃる。EC資料は一般の書店の店頭にはほとんど出る

務局)ドキュメントまた゛BU11etin of the European

ことがないため,一般の利用者にとって, EC資料センタ

Communilies",゛General Reports on the Activities of

ーはEC資料を利用するための重要な資料センターとなっ

the communities゜等があり,また各総局が出す様々な

てぃる。したがって本学の EC資料センターも,本学教職

テーマのシリーズや出版物,広報資料が大量に刊行され

員.学生以外に一般の利用者も利用することが出来る。

ている。

最近では企業関係者の利用も増えてきている。

統計局の出すユーロスタットはその数,量とも多く,

欧州共同体(EC)という名称は1967年,欧州石炭鉄鋼共

多くの主題(一般,貿易,財政,農業,人口,運輸,産

同体(ECSC)に欧州経済共同体(EEC)と欧州原子力共同

業,エネルギー,鉄鋼など)の統計が色分けされて,速報

体(EURATOM)が機関を統してから使われ出した総称

版,月報,季報,年報で順次出されている。

であり,現在10ケ国をもって構成されている。欧州共同

これらのEC資料のすべてが本学EC資料センターに入

体には EC委員会, EC閣僚理事会,欧州議会,欧州裁判

つてくる訳ではないが,COM ドキュメント(最近のもの)

所,会計監査院の5つの主要機関の他に諮問機関である

など含めて主要な資料は入ってきている。EC出版物のほ

経済社会評議会やECの長期にわ九る財政のために設立さ

とんどすべてが入ってくるのは先に述べた駐日 EC委員会

れた欧州投資銀行等がある。これらの諸機関から生み出

代表部広報部資料室であり,誰でもが利用出来,レファ

レンスにも応じてくれる。またr月報EC公式資料」を毎

以下に本学EC資料センターが所蔵している主要な資料

月干噺テしてぃる。EC寄託図書館の国立国会図書館には技

を中心に EC資料の解説書も含めて紹介しておく。各々の

術関係文献等を含む多くの資料が入ってきている。なお,

タイトルのあとに資料センター所蔵年次を()で入れて

書店を通して資料を購入する場合は紀伊国屋が取次店に

いる。当然の事ながら日本語による資料は少ない。

なっている。

の利用価値の高いガイドを含んでいる。

0什icial joumal

欧州共同体官報であり,法律的な情報を公に知らせ
るためのもので Legislation と lnformation and

3. The supplement to the BU11etin.(197フ)

NoticeS に分かれ, supplement と Annex ; Debates

BUⅡetiΠとは独立して発行され,officialJouma1 に

Of the European parⅡament がある。

は掲載されないが,重要な提案を含む基本的な政策

a) Legislatlon (L series)(1975.Jan.)共同体

に関する文書が収録されている。

の actS を掲載してぃる

4. The General Report on the Actlvities of the
(2) 1nformation and Notices

(c series)(1975

Europeancornmunities.(19釘)

Jan.)

共同体の活動の主要な発展についての情報を伝える

共同体の各機関の日常活動を知らせるもので,

総合的な年次報告である。これ以前のものは

委員会の提案,欧州議会の意見,ECU(欧州通貨

European coal and steel community, European

単位)の価格などを掲載している。

Atomic Energy community, European Economic

これら officialJouma1 の索引誌として次のものが

Community から出されているそれぞれの General

ある。

Report on the Activities ofthe community を見れ

1977年の終りまでは S叩Plementto the0什icial

ばよい。

Journal of the European communitieS として
刊行され,0丘icialJourna1 の ABC順の索引と

5. The pr0宮ramme ofthecommlssion.(197フ)

主題形式索引として利用出来る。1978年以後同

将来,共同体が実施しようとしている活動について

索引は 1ηdex to the 0什iclal Joumal of the

の有益な情報を掲載している。

European communitieS として刊行され,まず
月刊が出され累積版の年刊が出される。

6. The Directory ofthe commission.(197フ)
年に2回程出版されるECメンバーと職員の名簿であ

③

Supplement

る。住所,電話番号,役職名ものせており, ECの組

通知や公共事業の契約などを収録したものであ

織についても詳細に知ることが出来る。

るが,当センターには所蔵していない。
フ. The Documentation BU11etin.(197フー)
④

Annex ; Debates of the European pa"iament

法律諸機関の文書や論文,雑誌,特定主題に関する

(1973Jan.)欧州議会の議事審議録。

書誌や参考文献が掲載されている。種々の段階の立
法過程をたどるのにすぐれた資料である。

2. The BU11etin ofthe European communitles. a975
8. Basic statistics.(1970‑)
欧州共同体とその諸機関の活動を知らせるための月

年刊で共同体の基礎的な統計データを選んで、 共同

報である。officiauouma1に対する有益な参照や出

体加盟国以外のヨーロッハ諸国や,アメリカ, 日本,

版物のカタログその他ドキュメンテーションのため

ソ連などとの比較を掲載している。

9. C011ection of the A宮reements concluded by the
European communlties.(V01.1 ; 1958 1975

欧州投資銀行(European lnvestment Bank)の出版物
17. AnnualReport. a970 71‑)
欧州投資銀行の活動の詳細を報告。財政統計や投資
計画の分析などを知ることが出来る。

共同体が各国と締結した条約集。

その他閣僚理事会(The counciDの出版物と

して

10. ReviewofthecounC11's work. a976 )

最後にEC資料の解説書と駐日EC委員会代表部広ま
部の資料を掲げておく。

閣僚理事会の年次報告書。

A guide to the offlcial publicatlons of th
欧州議会(The European Parliament)の出版物
11. workin宮 Documents

European communities.2nd ed. By John Je丘rie
Manse11Pub.198]

(1973‑)

欧州議会の審議資料。
欧州共同体の諸機関から出版される刊行物について
の解説書である。

12. E.P.News. a979.July‑)

The European comrnunlty ; Blbli0尽raphical ex・

欧州議会のニュース新聞。

Curslons

Ed. by Juliet Lodge

Frances pinter.1983

13. Europe Today(1980 1981‑)
ECの活動の現状と法的基礎を示した活動の索引。

EC内外の経済関係を中心に,統合,意志決定,欧州
議会,欧州裁判所など各項目に各々の関係文献をっ

欧州裁判所(The court ofJustice)の出版物

け加えたもので,雑誌論文も含まれている。

14. Reports of cases beforthe court a954 56‑
欧州裁判所の意見や判決文を収録している。0鮪Ci

月報EC公式資料

Jouma1 の C serieS にも掲載される。

駐日EC委員会代表部広報部資料室が月刊で出して

経済社会評議会(The Economic and social commit・

いる,欧州共同体値C)各機関より出版された公式資
料の新着りストである。他に同広報部の日本語広報

tee)の出版物

誌「月刊ECジャーナル」がある。これらは本学EC

15. BU11etin (月刊)(1979.2‑)
経済社会評議会の活動報告。評議会の意見や今後の

資料センターに毎月送られてくるので余分があれば
お分け出来る。

予定も掲載している。

以上でEC資料センターとEC資料のあらましを紹介した

16. AnnualReport.(1978

が,EC資料についての利用,入手など問い合せがあれば

評議会の年次報告

法学部研究室事務室(光塩館)(を1 251 3533)に申し出

f

てもらえぱよい。
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開架の五倍,二十数万冊の本が書庫で諸君

のおもなものをあげてみましょう。
①雑誌・新聞のバック・ナンバー

の利用をまっている。

雑誌は最新号の一部分が参考図書室の雑誌コーナーに
百聞は一見に如かず

庫を見てみよう

ひとくちに二十数万冊といってもなかなかピンとはき

出ています(雑誌によっては過去一年分出ているものも
ある)が,他はすべて書庫。新聞も当日分のみが地階新

ません。しかし誰でもはじめて書庫に入ってそれらの蔵

聞コーナーにでているのみで,前日分以前は書庫です。

書を見ると,そのぽう大な量に圧倒されびっくりします

雑誌・新聞目録で調べてカウンターに請求してください。

事実ほとんどの見学者は「こんなに多いとは思わなかっ

②白,統計,年鑑類等雑誌ではないが定期(不定

た」と感想をもらしています。壁面にずらりと並人だ高

期もある)に発行される逐次刊行物のバックナン

価な美術本にも多くの人は目を見はります。
書庫の明かるく広いフロアーにずらりと並んだ蔵書を

r経済白書」とか「通商白書」等の白書類, r世界統計

見た人は,今度開架閲覧室にいってみると以前よりずっ

年鑑」「日本統計年鑑」等の統計類,「朝日年鑑」r読売年

と本がすくなく感じられるでしょう。そして書庫の本を

鑑」といった年鑑類をはじめ「会社四季幸島等逐次刊行

利用せずに卒業するな人てほんとに損だときっと思うこ

されるもののバック・ナンバーはすべて書庫にあります。

とでしょう。実際図書館にある本のうち諸君の眼にふれ

ものによっては最新号も書庫にありますから,名目録

ているのはほんの一部なのです。

で調べてカウンターにとにかく請求してみてください。

百聞は一見に如かずといいます。とにかくぜひ一度自
分の眼で直接書庫を見ることをおすすめします。

③判例集,法例集等.
判例集や法例集等も多くは逐次刊行物なのでほとんど
書庫にあります。最高裁の刑集や民集(書名は最高裁判

本をさがすときは目録で調べてみよう

所判例集)高裁や地裁の判例集等は最新号も含めて全部

カウンターの前にある目録には,開架の本だけではな

書庫にあります。名目録で調べてカウンターへ請求し

く書庫の本も含め,図書館にあるすべての本の力ードが

てください。

はいっています。君が求めている本は開架にはなくても

④個人の伝記(作家研究は除く)

書庫にあるかもしれません。そして書庫の本も開架同様

個人伝記は開架にはありません。すべて書庫です。著

大部分は館外貸出もできるのです。

者目録で調べてください。著者目録は、その人が書いた
...

目録をみて役にたちそうな本の力ードがあればその本

ものだけでなく,その人について書かれた場合もその人

をカウンターに請求してくださし、その場で係員が開架

の名前で力ードが出てきます。たとえば,河野信子著「火

の本か書庫の本かを調べ,開架であれぱその旨云います。

の国の女・高群逸枝」という本は,著者の河野信子でも

書庫の本であればすぐ書庫からもってきます。とにかく

書かれた人高群逸枝でも力ードがでてきます。

開架にないからといってあきらめないでください。

⑤個人全集・著作集
文学作品をはじめ個人全集や著作集として出版された

庫にしかない種類の本もある
分野により,或いは本の出版形態により,ものによっ
てはほとんどすべて書庫にしかないものがあります。そ

ものはほとんどすべて書庫にあります。開架にでている
のはむしろ例外といってい゛くらいわずかです著者目
録で調べるのが便利でしょう。

一部を除いて多くは貸出ができますので,時には家へ持
つて帰ってゆっくり眺めてみてくださし、

⑩ 1964年3月以前に受けいれられた旧分類図はす
べて庫

11',1

同志社の創立以来1964年3月までに受けいれられた本
はすビい量ですが,これらはみな書庫にあります。目録

の力ード・ケースに⑱のラベルカ斗よってあるのがそうで
す。このなかには新島襄の同志社英学校時代の本も含ま
れています。この旧分類図書のなかにはすぐれた価値あ

る本が沢山あり,先生方や大学院生のかたたちがよく利
用しています。みなさんにもこの旧分類図書の目録を調
べてみることをおすすめします。きっとおもしろい発見
⑥記念論文集も庫に多い
00教授還歴記念文集といったような記念論文集は,
開架と書庫の両方にあることもありますが,一冊しか購

があるでしょう。
以上のほかにもスペースがないためという理由だけで

書庫にいれられている本が沢山あります。それらはどぅ

入しないときは書庫だけになります。開架にある場合で

いった本とは一概にいえませんが,とにかく沢山ありま

もよく貸出中になりますから,いずれにしてもカウンタ

す。

ーに請求してみるとよいでしょう。

ごく大ざっぱに書庫の案内をしてきましたが,いかに

⑦歴史資料もほとんど庫

多くの本や資料が書庫にあるかおわかりいただけたでし

都道府県史,町村史をはじめ各種歴史資料もほとんど

ようか。ほんとうに勉強しようと思、うなら,そして図書

といってもよいほど書庫にあります。「大日本古文書」な

館の本を有効に利用しようと思、うなら,書庫の本も利用

ど多くの文書集も書庫にあります。

することです。そのためには少々めんどうですが,目録

⑧大きな双や資料集も庫

で調べてください。

r大日本仏教全書(約150巻)」「国訳一切径(二百数十

必要な本や資料をさがしだす^文献探索^これも

巻)」「マルクス・エンゲルス全集(五十数巻)」「明治前

重要な勉強のひとつです。いろいろな本を目録でさがし

期産業発達史資料(500巻余)」のように大きな双書・資

てみてください。わからないことがあるときは,月曜か

料類はやはり書庫にあります。

ら金曜の午后12時半から4時まで利用案内の係員がカウ

⑨美術本もほとんど庫

ンターのむかいの机につめていますから遠慮なくなんで

美術本は大低形態が大きくて重く,開架にだすといた

もお聞きください。それ以外の時間はカウンターの係員

みやすくよごれやすいのでほとんど書庫においています。

におたずねください。

書庫見学
ちょつと書庫をのぞいてみ訣せんか。

本館には30万冊をこえる図書が所蔵されてい荻す。そのうち、開架図書室には、参考図書を
含めても、 6万冊だらずの本が配架されているにすぎません。

書庫には、いったいどんな資料が所蔵されているのか、ひとめご覧になってはいかがでしょうか。
(日時〕第2水曜日(開講期のみ)
佃時伯分 佃時
(集合場所) A>室(本館2F)
*ただし、 9月のみ第3水曜日になりぎす。

書名目録,雑誌目録は書名,誌名の語順で,分類目録は

なぜ目録でさがすのか

数字の小さいものから順に配列してあります。

図書館で読みたい本をさがす場合,どのようにしてさ

がしていますか。ほとんどのかたは図書を自由に手にと
つて見られる開架閲・室や雑誌・参考室にいって書架に

目録のひき方

並んでいる図書を見てさがしている人が多いのではない

①著者目録

でしょうか。開架閲・室には約5万冊,雑誌・参考室に

著者目録は,著者名を口ーマ字におきかえ
例夏目激石→新目録 Natsumesoseki

は約7千冊の参考書と約400タイトルの新刊雑誌が展示さ
れていますので,日常の勉学にはあまり不自由を感じな

→旧目録 Natume soseki

いかも知れません。しかしさきに述べた通り(P.8誌上

外国人名は原つづりに直し

書庫案内参照)これ以外にも,書庫には約25万冊の図書・

例アーネストヘミングウェイ

雑誌があります。学部学生の皆さんは,書庫には入るこ

→Hemingway, Earnest

とが出来ませんので,書庫にある図書・雑誌を利用する

東洋人の漢字名は日本語読みで,姓,名の順にAB

には,目録を利用してさがさないと利用することが出来

C順に配列してあります。

ませ人。又開架閲・室や雑誌・参考室にある図書でも,

著者目録にはその人自身の著作の他に,他の人がそ

貸出中や図書の配列の乱れなどで書架に見当らない場合

の人につぃて書いた図書(伝記書,作家研究書など)

がありますので,読みたい図書が図書館にあるかどうか

も一緒に配列されています。例えば、夏目湫石"の

を確実に知るためにも目録でさがす必要があります。

ところに,平野清介編著「雑誌集成夏目湫石像」や
角野喜六著 r激石のロンドン」といった図書が,激
石自身の著作の後に一緒に配列されています。

目録の種類

ですから特定の人についての資料をさがす場合には

同志社大学図書館の目録には,新目録と旧目録とがあ

大変便利です。

り,それぞれ著者目録,書名目録,分類目録があります。

②書名目録

この他に旧目録にのみ件名目録があります。雑誌につい

書名目録は,書名を口ーマ字におきかえ(和漢書)

ては新目録に統一されています。

例宇宙科学入門

新目録と旧目録の区別は図書の受入年度によっています。

^

1964年までに受入れた図書は旧目録に,1965年以後に受

一新目録 Uchu kagakunyumon

入れた図書は新目録になっています。従って1964年まで

→旧目録 Utyu kagaku nyumon

に発行された図書をさがす場合には,旧目録と新目録の

欧文書は原題のまま, ABC順に語順配列してあり

両方をさがして下さい。1965年以後に発行された図書を

ます。

③分類目録

さがす場合には,新目録でさがして下さい。

分類目録は,図書の主題によって分類された力ード

雑誌,新聞は古いものでも全部新目録でさがして下さい。

を分類の数字順に配列してあります。
図書の主題によって配列された目録ですから,中世

目録の配列

ドイッ哲学とか民法,民俗学などについて,図書館

旧目録は内閣訓令式の口ーマ字,新目録はへボン式の

にどのような資料があるのかを調べるのに便利です。

ローマ字を使用し, ABC順に配列してあります。

10

分類目録を使うためには,まずさがしたい主題の分
類を「分類表」でさがして下さい。「分類表」は目録

B マンガについての図があるか。
主題からさがすには分類目録を使います。①相関索引

コーナーの力ード・ケースの上にあります。新目録

で"マンガ"をさがす。→漫画 726 ②分類目録で726

の場合には,分類項目をABC順に配列した r相関

のところをさがす。③プランシャール著「劇画の歴

索弓しがありますから,これを利用して分類をさが

史」,南博編「ドラエもん研究」,石子順著「日本漫画

して下さい。「相関索ヲしも力ード・ケースの上にあ

史上下」,鶴見俊輔他編住則弌漫画全27冊」など他

ります。旧分類には相関索引がありませんので,件

にも多数あり。

名目録を利用して下さい。

C マチス著「画家のノート」があるのか。

さがしたい主題の分類がわからない時は,レファレ

マチスの原つづりを知っていれぱ著者目録で,知らな

ンス・カウンター又はメイン・カウンターの係員に

けれぱ書名目録でさがすと便利。①「画家のノート」

聞いて下さい。

を口ーマナイズ→Gakanonot0 ②書名目録で"G"
のところでさがす。③著者名からさがす→まず著者名

④件名目録
旧目録のみにあります。主題,トピックス,事柄の

の原つづりを知る力めに,参考室にある人名辞典,百

ABC順に並んでいる目録です。例えば,"民芸"の

科辞典などで調査。④原つづり Matisse, Henriがわか

ところを見ると,民芸に関する図書の目録が並んで

れぱ著者目録で"M"のところをさがす。
D 堀辰雄についての研究。誰の著でも良い。

います。

⑤雑誌・新目録

特定の人の研究書をさ.がす場合は,対象となる人名を

雑誌・新聞目録は,雑誌・新聞の誌紙名を口ーマ字

著者目録でさがすと見つかります。①著者目録で堀辰

におきかえ

雄"H"のところをさがす。②堀辰雄の著書の後に研究

例同志社法学→Doshishahogaku
ジュリスト→ Jurisuto
欧文雑誌・新聞は原題のまま, ABC順に配列してあ

書あり。「文芸読本堀辰雄」,小川和佑著「評伝堀辰
雄上大森郁之助著「堀辰雄の世界」,田中清光著「堀
辰雄魂の旅」などが見つかる。

ります。

季刊,月刊,別冊,などの表示が誌名よりはぷかれ

目録を利用して図書をさがす方法を簡単に説明しました

て配列されている場合もありますので注意して下さ

がこの他にもいろいろなさがし方が出来ます。図書館オ
リエンテーションで,図書のさがし方,目録の利用の仕

雑誌・新聞目録には図書館で所蔵している巻号が記

方,二次文献の利用の仕方などを行いますので積極的に

載してあります。全巻そろって所蔵していないもの

参加して下さい。オリエンテーションを行う日時は図書

もありますので,見たい巻号があるかどうかを確認

館の掲示版などでお知らせします。

して下さい。

書庫見学も月1回 a

3,フ 8月は除く)あります

ので,これを利用して書庫にある本を見て下さい。
さがし方の例

読みたい図書が見当らないとき,論文がどの雑誌に載っ

A 石子造著「現代マンガの思想」があるか。

たのかわからない時など,図書・雑誌の利用についてわ

著者名,書名ともわかっていますので,どちらからで

からない事があれば遠慮なくレファレンス.カウンター

もさがせます。①石子順造を口ーマナイズする→

又はメイン・カウンターの係員に聞いて下さい。

Ishiko Junz0 ②著者目録で"1"のところをさがす。
③目録力ード有→図書館で所蔵。④請求票に記入して
メイン・カウンターで請求。⑤書名からさがす場合は

書名を口ーマナイズ→Gendaimanganoshis0 ⑥書
名目録の"G"のところでさがす

ピックアップ

ケンペル著

『日本誌』

ケンペル(Engelbert,Kaempfer1651‑1716)はドイツの
ウェストファーリアの小村レムゴーに生まれました。少
年の頃から東方への関心を抱き多くの旅行記を読んでい
たようです。青年時代,ダンチヒ,クラカウ,ケーニヒ
スプルグなどの大学で,哲学,歴史,博物学,医学を修
め,語学も古典語のみならず,英,仏,蘭,露,ポルト
ガル,スエーデンの各国語を学びました。彼の生涯の目
標は,探検旅行家となることであり,これらの学問はそ
のための準備でもありました。

1689年,ジャワのバタビアにあるオランダ東インド会
社に医師として赴きましたが,適当な地位が得られず,
長崎出島のオランダ商館の医師を勧められて,1690年9
月(元録3年)に来日しました。ケンペルは 2年1ケ月
余り日本に滞在し,その間,2度の江戸参府を行い,将
軍綱吉に謁見しています。 1692年10月日本を離れ,郷里
レムゴーに帰った後,ケンペルは東方旅行中に得た資料

るに当時の日本の置かれた国際的環境下ではむしろ賢明

や手記の整理,執筆に努力しましたが,一方では領主リ

な政策であったというものですが,この箇所は早くから

ツぺ伯の待医として時間を奪われたり,夫人との不和に

関心を集め鎖国論」として部分訳が行われました。(1801

悩まされたり,3人の子供に先立たれたり,不幸な晩年

年志筑忠雄訳)

でした。

日本につぃての著書,例えぱ有名なカロンの「日本大

今回紹介するケンペルの主著「日本誌」(The History

王国志」,モンタヌスの「東インド会社遣日使節紀行」(い

OfJapan)は,最初イギリスのスローン卿によって刊行

ずれも図書館ケーリ文庫所蔵)などを参照したとケンペ

されました。スローン卿は学者,探検家であり,後に口

ル自身「日本誌」の中でことわっていますが従来の著書

ンドンの王立学士院長になった人ですが,蒐集家として

に比べて,いわゆるカソリック的見地から解放され,西

も有名でした。彼の集めた文献類が,大英博物館の蔵書

洋とは別のつの文明圏としての日本を捉えているのが

の基礎になったと言われています。

本書の特徴です。

スローン卿はケンペルの残したぽう大な資料の中から

18世紀以降,ヨーロッパ人が日本のことについて迹べ

「日本誌」の原稿を整理し,スイス人ショイツエルと言

る場合,必ずと言っても良いほど本書のおかげを蒙って

う青年医師に,英訳を依頼し,1727年に本書を出版しま

いるようです。モンテスキュウーの「法の精神」の中の

した。英語版に次いで,オランダ語版(1729),フランス

日本の項,ヴォルテールの「諸風俗論」の中の日本事情,

語版(1729)が出版されましたが本国のドイツ語版は

カントの「永久平和論」における日本の鎖国政策への論

17フフ 79年に至ってようやく完全な形で出版されました。

及などはその例です。このようにケンペルの「日本誌、」

図書館所蔵(ケーリ文庫)のものは1728年刊の英語版で

は,130年後シーボルトの大著「日本」(ケーリ文庫所蔵)

す。

が現われるまで日本研究の基礎となりました。

本書の内容は日本の風土,自然,地理,動植物,地下

なお図書館所蔵のものとしては英語版(ケーリ文庫F

資源,さらに日本の風俗,宗教,社会,政治,歴史など

291.09 ; K8‑2a)の他に,今井正訳 r日本豆志」(291.09 ;

についての観察,報告ですが,ケンペルはこれを詳細に,

K8‑2),斉藤信訳「江戸参府旅行日記」(291 09 ; K8)(部

また正確に記述しています。この中で特に注目を引くの

分訳),異国叢書第6,7巻所収の「ケンプエル江戸参府

は,ケンペルの日本鎖国政策擁護の立場で,これは要す

紀行」(210.5 ;1 1a)(部分訳)があります。

実例を中心とした

資料の

さがし方一25‑

今回は,1983年12月までに受付けた質問より 2例を
選び,特定の人物に関する情報のもとめ方について紹
介します。

<回答>
苗村丈伯は江戸時代の近江八幡の医者で,著作もある
ようです。以下の資料を見てください。r国語と国文学」
第17巻11号, P.フ 83(P910.1; K 2 ), r書物展望」第10

[質問例 1]
苗村丈伯(艸田斉寸木子:そうでんさいすんぽくし)
という人物について,どんな人か知りたい。

<調査>

①著者目録(カード)を検索。→なし。
② r日本人名大事典,を検索。→いずれの名前もな

巻11号, P.2

4 (P020.1; S13),「大日本人名辞書」ナ

ムラジャウハクの項(281.03 ; D ld),「近江蒲生郡志」
(文化学科)

〔質問例 2〕
与謝野鉄幹が丹後地方を訪問したことがあるか,

もし

あれぱその時期を知りたい。

し。

③"日本人名辞典」を検索。→簡単な記述あり。 4ジ
ヤウハク」で検索)

④゜日本人名辞書.を検索。→③より詳しいが,6

〔調査〕
「日本近代文学大事典」をみると,鉄幹の父で歌人の
礼厳は丹後与謝郡出身であり,鉄幹自身も当地をたびた

行程度の記述。(ナムラジャウハクより検索。漢字索

び訪れたと思われる。年譜を調査する。鉄幹の著作,鉄

引あり)

幹研究書信己事)の内容や,妻の晶子に関する資料も順次

これらにより,江戸時代の近江八幡の医者で,著作
もあることなどが分る。

調査すべきだろうが,ここでは鉄幹の年譜にしぽった。
①著作目録を検索。→鉄幹の著作,研究書が数点あり。

⑤ 0人物文献索引.を検索→なし。

カードでは年譜の有無が分らないので現物を当ると,「評

⑥"日本人物文献目録.を検索。→以下の2点あり。

伝与謝野鉄幹・晶子」,r与謝野寛短歌全集」と「与謝

i)r重宝記類と苗村丈伯(道益)」(「書物展望 10巻11
号)

ii) r苗村丈伯の略伝」(「国語と国文学」 17巻11号)

野寛遺稿歌集」に年譜あり。
② r人物書誌索引,と「書誌年鑑.を検索。→年譜5
点。そのうち図書館所蔵のもの,次の3点あり。r明治文

雑誌・新聞目録を検索すると,2点とも当館で所蔵

学全集」第51巻,「日本の詩歌」第4巻,住則弌日本学大

しているので現物に当ってみる。i)は丈伯が著した

系」第25巻。

と思われる重宝記(江戸時代,日常生活に役立つ事を

③,日本人物文献目録.0人物文献索引」を検索。→図

まとめた書物)について述べたものが, r近江蒲生郡

書のうち図書館所蔵のものでは,住則弌日本文学全集」第

志」と「近江人物誌」に略伝があることがふれられ

32巻。

ている。

④これらの年譜を調査してみると,昭和5年5月から

iDは丈伯についての調査経過と「近江蒲生郡志所

6月にかけて晶子と丹後から出雲への吟行の記述と,昭

収の略伝が転載されている。内容は「近江人物誌」

和6年Ⅱ月に父礼厳の記念碑除幕式列席の記述あり。又

のものとほとんど同一のもの。他に著作についての

大正4年に京都府より衆議院選挙に立候補(落選)してい

記述あり。

るので,この時期に訪れているのかも知れない。

れていなければ,ここには入らない。書誌の書誌。外国

<回答>
鉄幹はよく旅行(吟行)をしているようですが,御質問

人を含めて約4,200名を収録。

について現時点で判明したところでは,昭和5年5月 6

6 誌年鑑(1980 )〔028;A幻

月に晶子とともに丹後,困幡,伯耆,出雲へ吟行したこ

内容は主題書誌,人物書誌等に分れているが,人物書

とと,昭和6年Ⅱ月に与謝郡桑飼村に建立された父礼厳

誌は⑤の人物書誌索引を引継ぐものといえよう。'部年版

の記念碑除幕式に列席したことの2件です。

より1年問に刊行された文献を収録。
⑦現代日本執者大

<解、>人物文献をさがす資料日本人を中心に
ある人物について調べる場合,簡単な略歴程度なら各

〔281.03 ; G 2 〕

日本の人文科学・社会科学の各分野において活動して
いる,代表的人物約10,000名を選び,その略歴と著作

種人名事典や,百科事典,専門事典で解決できますが,

(1965 76),人物研究,年譜,目録(1945 フフ)を収録。

必要になって来ます。

本名索引と,ある人物に関する記事を典拠とする人名索

人物文献のさがし方について主要な文献探索資料を中心

引,それに特定の事項(件名)に関係する執筆者を検索で

に紹介します。

きる事項索引よりなる。'84年6月までに新版刊行予
定

収録対象年
請求記号

0

楽注(

内内
)︺

多種多様に存在する人物情報をさがす場合,一次文献が

索引編は収録された執筆者名の漢字画引き索引,別名・

⑧年刊人物

(1980 )〔281.03: N 9〕

1年問に発行された主要な新聞・雑誌に採りあげられ
①力ード目録

た人物のうち,現存者を採録,'82年版より各分野別に分

著者目録には,著作とともに,その人物について書か

かれる。人物の略歴と記事情報を収録。政治家,経済人,

れた図書の力ードも入っています。単行本として発行さ

学者,芸術家,芸能人,スポーツマン等,全般的にわた

れた自伝,伝記類は力ード目録によって検索できますが,

る。

多人数の文献を収録した合集や,雑誌記事等については,

⑨発言者カタログ a981 )〔P070.1; S16〕

個々の人物名からは検索できません。

主要な新聞・雑誌に発言および執筆した人物の記事を

②人物文献索引〔028.28;K 幻
r人文編」(1945 64), r経済・社会編」(明治
1968), r法律・政治編」(明治 1971)の 3分冊。国会

採録。署名入り記事,インタビュー,対談,座談会等。
ガイド編は,事項索引,人名索引,企業・団体名索引よ
りなる。

図書館所蔵の図書,雑誌のうち,日本語による伝記的記

⑩人物レファレンス

事を検索できるようにしたもの。外国人も採録している

古代・中世編,近世編,現代編と,総合索引でもある

〔028.281 ; J〕

が,日本人はそれぞれ,約3,800名,約1,700名,約1,釘0

日本人名典拠録に分かれる。

名の文献を収録。

各種人名辞典,百科事典,集合書誌,37種より日本人名

③日本人物文献目録(明治 1965)〔028.281; H〕

のぺ180,000名を採録。

図書,雑誌の記事で日本人約30,000名の伝記に関する

各人物に簡単な説明を付し,記載されている辞典名が分

文献を収録。
④年刊人物文献目録(1980 )〔028.28;N〕
1年間に刊行された図書,雑誌から人物文献を収録。
外国人も含むが,'81年版より日本人編と外国人編に分か
れる。

⑤人物二索引 a966 フフ)〔027.38;J
人物に関する参考文献や著作目録等の個人書誌が,ど
の文献に収録されているかが検索できる。従って,いか
に著名な人物でも,文献が書誌としてりスト・アップさ

かるようになっている。

パチンコ店が次々とゲー△センターに変わり、,電卓

面に表われ弐す。この機能は現在の力ード目録と同じ

が 1,000円で買えるようになしつ,パソコンショップに

ものです。カード目録と異なる点は、より早くかつ正確

小学生が群がつている。この様にコンピユータが日常

であるという点です。カード昌録は図▲三i員が,細態の

の生活の中に入つてからかなりの年月が過ぎ弐した。

注意を払つて配列しているのですが,やはり誤りはあ

図'館の世界でもようやくコンピユータが,日常の話

り荻す。膨大な=の中から誤つだ配列の力ードを探す

題のーつになりつつありぎす。

のは,不可能に近いものです。その点コンピユータは誤

では図'三iでコンピユータは,どの様に使われるの

り赤せん。さらにこれらのファイルを組合せて検索す

でしょうか。ぎず貸出し返却の業務があります。利用

ることも出来ます。すなわちNATSUME SOSEK1 と

者力ードと図書をカウンターに出すだけで、貸出し返

キーを00けば,夏目歉石の著▲・編集あるいは翻訳し

却が綬時に行え声す。現在の様に貸出し力ードやプッ

だもの・被研究者として扱かわれだもの,書名中に,

ワカードに記入しなくてもすみ弐す。貸出し予約も可

Natsume sose幻とあるもの,これら全てガ短時問で

能になりぎす。どの分野の利用が多いかといつた利用

画面に表われぎす。これが書誌情報検索システ△です。

統計も容易に作成出来ます。この統計は蔵書構成や収

ぎだ各図書館とオンラインでネットワークを結べぱ,

相互利用を進めて行くこと

書資料として反映させるこ
とが出来,限られだスペー
スと予算を有効に活用する

図書館とコンビユータ

が出来ます。日本中の図'
館の資料が検索出来沫す。
新しく購入しだ図'の目録

手立てとなりぎす。このシ
ステ△をさらに有効なものとする禍に,各々の図書の

をすでに他の図書館が作成していれば,その目録を同

情報を,コンピユータに入力する業務があります。こ

志社の目録として採用することも可能です。これによ

れが昌録作業・書誌情報検索システ△です。何と言う

リスピードアップと省力化が図れ,他の利用者サービ

書名で,誰が書いだ,どの出版社が,何年に出版しだ

スにつながります。

どれ位の大きさの,どんな主題の図書であるかという

^

ニフ,

同志社大学図書館では,目録作業システ△が稼

情報を入力し畜積することです。この情報をいろいろ

動してい弐す。近い将来の図書館トータルシステ△の

な形に編集しなおして,書名・著者・主題・キーワー

中1山部のーつとなる書誌情報の蓄積を82年4月より行

ド等のファイルを作成します。書名ファイルには,書

つていぎす。タイトル数にして約5万の情報が入力さ

名だけでなく双書名・原書名等も入つていぎす。著者

れていきす。現在はこれから力ード目録をアウトプッ

ファイルには,著作者だけでなく編者・訳者さらには

トしてい弐す。図書館の機械化は動き出しだばかりで

被研究者としての著者も入つています。主題ファイル

すが,プライバシーの保護を念頭に置いて,利用者の

には、分類が入つてい沫す。キーワードファイルには、

立場に立つだよりよいサーピスを目指して検討を進め

書名中のワードが一単位として入つていぎす。これら

ていぎす。

の情報は、ディスプレイのキーを叩くだけで,目前の画

《編集後記》

10年もの長期にわたり,もじ通り本紙の「顔」として,

'、びぶりおてか゜ NQ35をおとどけいたします。今回は

愛され,親しみをさえ感じて,今日まで続いてきたよう

新学期にちなみ,主として新人生向けに編集してみまし

に思、います。しかし,10年をーつの区切りとして, M35

た。書庫には,いかなる資料類があろのか,それはどの

より本学教務課明井克子さん作のものと交代することに

ように利用するのかなど,その術を大まかにでも読みと

なりました。これまで同様,かわいがられ,信頼される

つていただければ幸です。

図書館の「顔」としたいと思っています。

'本小誌の口絵は1974年以来,本学元総長住谷悦治先生
がお描きになった新図書館の r絵」に取材してきました。

住谷先生には館員一同心より感謝申し上げ,今後とも
お元気で,我々を叱吃激励下さるよう願ってやみません。

同志杠大学所蔵・逐次刊行物目録について
^いよいよ電算機により冊子体版発行^
17年ぶりに本学で所蔵している雑誌・新聞・逐次刊行

と様々に分ける事ができる。これらも一定のルールでコ

物の総合目録をこの程発行した。収録タイトル数は17年

ド化し,色々な仕様に耐えられるようにした。

前のものに比べると約倍のおよそ1万2千タイトル,大

近年学術文献の増加・利用はめざましいものがある。

きさは A 4版で約1500ページ,厚み6Cmという大部のも

ある人の書いた学術論文はどの雑誌のどの巻号に載って

のとなった。雑誌.新聞の 1万タイトル強が収録されて

いて,どこに所蔵しているか,あればすぐにそのコピイ

いて,約90%近く網羅できたが,図書扱いといわれる逐

を入手したいという要望は益々ふえつつある。研究者に

次刊行物にっいては,休・廃刊されたもの約3 4千タ

有用な図書館としても発展するにはこの要望を避けて通

イトルが今後の課題として残っている。これらにっいて

ることはできない。このためには本学所蔵の学術文献の

は漸次収録して行かなけれぱならないが,現時点ではなお

網羅的把握と他館との相互協力の発展が必要である。現

図書力ード目録で検索しなければならない。

在ではマニュアルで行っているが,よりスピーディーに,

今回の目録の特色は電算機によって編集した事である。

より有効にこの一連の仕事ができるようにと考えられて

今までのように活版による1巻完結型でないので,今後

いるのが,全国ネットによる「学術情報システム」であ

はいつの時点でも,どのような仕様でも発行できるよう

る。将来このシステムに有効に参加し,学術研究・勉学

になった。このように多目的に使用可能なMARC(機械

に大きな貢献ができるように,データ・ベースを形成し

可読目録)ファイルを一般にデータ・ベースというが,こ

たのであるが,今回の冊子体は印刷物としてのーつの成

のデータ.ベース作成は1982年4月から着々と進めて来

果に過ぎない。これは全学の総合目録であるが,このデ

て,今回データ.ベース利用のーつの成果として冊子体

ータ・ベースから,法学部・経済学部所蔵の雑誌・新聞・

版が発行された訳である。

判例・統計・白書・年鑑のみを抽出して,法経の個別版

目録機能の特色は,従来はタイトルからしかひけなか

目録も r法経の仕様」で発行された。必要なら各研究室

つたが,今回は多くのひく手がかり(アクセス.ポイント)

の個別版目録もうちだすことが可能である。又現在全国

を設けたので,かなり機能アップができた。雑誌という

版学術雑誌総合目録も東大で編集中であるが,昨年10月

のは非常に気まぐれで,タイトルは変遷し易く,種々の

に同志社大学が所蔵しているデータを東大が必要とする

誌名も多い。又別の雑誌をも合冊して発行される事が多

仕様に基づいて,このデータ・ベースから編集した磁気

く,編者.発行者も度々代って掴み所がない場合もある

テープによって送付する事ができた。

が,可能な限りこれらの情報をとらえ,電算機によって

今後はこのデータ・ベースの累積・追加によって充実

コントロールしてぃるので,これらからもひけるように

をはかりつつ,学内・学外のオンラインネットワークに

なった。逐次干噺テ物とは,文字通り逐次に発行されると

よって,より以上にサーヴィス向上を目ざして行かなけ

いう出版の形態面から見た概念であるが,内容から見る

ればならない。

'びぶりおてか゜
発
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