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西洋古典学におけるコンピュータ利用

岩谷 智

グーテ ンベルグの活版印刷は情報 の大衆化 という面で革命的な役割を果

た したが,パーソナルコンピュータはそれに匹敵する潜在能力を もつ も

のとして登場 してきたといってよい｡すなわち,ワープロ,表計算 とい

った事務処理 の効率化のために導入されたパ ーソナル コンピュー タが

CD-ROM という大容量記憶媒体の出現 とネ ッ トワーク化によって情報

端末に変身 したのである.本稿では西洋古典学におけるコンピュータ利

用について ｢CD-ROM｣と ｢インターネ ッ ト｣をキーワー ドに解説する.

第一部 CD-ROMの利用

CD-ROM が記憶媒体 として優れている点はその製造原価の安 さと省ス

ペース性にある.oxfordEnglishDictionary(O玉D)2nded.を例にとれ

ば,冊子体は全 20巻で国内販売価格 50万 円弱であ るのに対 して,

CD-R O M 版は音楽用 CDと同じサイズで､価格は 15万円弱 で ある.

内容 はほぼ同一 なので その価格差は製造原価の反映と見てよい(1).西洋

古典関係の CD-ROM について も同様なことがいえよう.

1 西洋古典関係の CD-鼠OM

西洋古典関係で重要な CDIROMには TLG(ThesaurusLinguaeGraecae)

及び PHI(Packard Humanities institute)がある(2). さらに今年度中に

APH (L-Annee Philologique) が リリースされる予定であ り,TLL

(ThesaurusLinguaeLatinae)の CD-ROM 化プロジェク トも始まってい

る.

TLG

TLG はカ リフォルニア大学ア-ヴィン校で進め られてきたギ リシア語

テキス ト電子化プロジェク トで,現行のTLG D版にはホメロスか らスコ
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リアにいた るまで単語数にして5700万語 にもおよぶギ リシア語文献が

収録 されている.このプロジェク トはまだ進行中で,1993年9月の時点

では さらに1400万語 のデータが集積されているとの ことである. これ

らのデータも校合終了次第 CD-ROM化 される.

なお,TLG CD-ROM は売 りきりではな くライセンス契約による使用

許諾 という形式をとっている.ライセ ンスには3種類ある.

(1)ⅠndividualLicence(fiveyears):$500.00

(2)InstitutionalLicence(fiveyears):$850.00

(3)SiteLicence(fiveyears):$3,500.00

(3)のサイ トライセンスは学会等の公共機関を対象とす るもので,その

機関に所属するメンバーすべてに使用を認めるものである.そのさい,

ハー ドディスクにすべてのファイルをダウンロー ド (コピー)すること

も許 される.

PHI

PHI(thePackardHumanitieslnstitute)からは現在 2枚の CD-ROM がリリー

スされている.PHI#5･3は PHIと ペンシルバニア大学の CCAT(theCenter

forComputerAnalysisofTexts)が協力して作成した CD-ROM で,紀元200

年までのほとんどすべてのラテン語文献 (および Servius,Porphyrio,Zeno,

Justinianus)と各種聖書 (theSeptuagint,Hebrew Bible,Greek andCoptic

New Testament,LatinVulgateBible,KingJamesandRSV Bibles)が収録さ

れている.もう一枚の PHI#6はデュ-ク大学がミシガン大学の協力のもとに

まとめた DocumentaryPapyriとコ-ネル大学が中心となって編纂 したギリシ

ア語碑文資料である.

PHIもTLG 同様にライセンス方式となっている.

Anmal Threeyears

Latin(PHI#5.3)only $40 $100

Documentaryonly 40 100

Bothtogether 60 150
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APH

これは tbeCityUniversityofNew YorkGraduateCenterで進められている

L'Ann6e PhiユOlogique の CD-ROM 化プロジェク トである.1994年度中に

1976年から1987年までの LIAnn6ePhilologiqueがすべて CD-ROM 化され,

そののち ｢なるべ く早い時期に｣1975年以前分と1988年以降分が リリースさ

れる予定である.ただし CD-ROM 化は冊子体が発行されてから3年以降とい

う著作権上の制約があるということで,雑誌論文に関する最新情報はインター

ネットの項で述べる TOCS-1Nなどによらねばならない.

この APH CD-ROM も TLG や PHI同様使用ライセンス契約となる.価格

は ｢個人でも手の届 くよう努力する｣とアナウンスされている(3).

TLL

カ リフォルニア大学ア-ヴィン校が TLG に続 く第二のプロジェク トとして取

りあげるのが,TLL の CD-ROM 化である.まだ具体的な成果は発表されて

いないが,そのプロジェク トの進行状況などについては,後に取 り上げるイン

ターネット上のディスカッショングループ LEXIで知ることができる.

2 CD-ROM 利用に必要なハー ドウエア ･ソフ トウエア

ハー ドウエア

CD-ROM を利用するためには,マッキントッシュ (アップル),あるいは,

Windows3.1(日本語 Windowsで可)の使える環境が必要である.もちろん

CD-ROM ドライブは不可欠である.ギ リシア語等の印字には特別なプリンタ

は必要ない.

ソフ トウエア (検索ソフ トとギリシア語フォント)

APH と TLLに関しては現時点でどのようなファイルフォーマットになるか不

明であるが,CD-ROM の リリースにそれほど遅れることなく検索ソフ ト(あ

るいは必要ならフォント)が発表になると思われる.以下 TLG と PHI用の
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ソフ トについて述べることにする.

マ ッキン トッシュ用

筆者がマ ッキ ン トッシュで使っている検索ソフ トは Pandora(ver･2･5･2)であ

る.このソフ トは TLG,PHI ともに検索可能である.ギ リシア語 (および長

音記号付きのラテン語)入力には GreekKeys(ver.7.0)という古典語入力 シス

テムを使 っている.

検索は,対象 とする作品を選び,検索 したい単語を指定するというかたちで

行われるが,そのさい,単語はあくまでも ｢変化形｣でなければな らない. し

たがってホメロスにおける ilTIVl～の用例を調べようとしても,LITlVIVで検索

しなければ,tl桝 IVaElSe,OEd は検索できないのである.もちろん,単語の

一部 (たとえば pTIV など)を検索対象にすることもできるが,そうすると

uTIVIS以外の不要な単語 も検索されて しまうことになる｡現時点では辞書見出

しの形で検索できるソフ トはない.

検索速度は,筆者のシステム(Macintosh LC475 +PioneerDRM-602X)で

『イ リアス』, 『オデュッセイア』中の 叩VIV の用例を検索 した結果, ヒッ

トしたのは 12例で,検索時間は 15秒であった.また,検索対象にスコリア

を含めた場合, ヒッ トしたのは51例で検索時間は50秒であった.なお,検

索の対象ファイルをハー ドディスクにコピーした場合,それぞれ, 6秒, 24

秒という結果 となった.いずれにせよ実用の範囲内と思われるが,検索対象 と

する作品が限定されているのならば,ハー ドディスクにコピー しておいた方が

便利であろう(4).

Pandoraは検索するだけでな く,テキス トを順番に読んでい く Browseとい

う機能 もそなえている.また,必要な部分だけワー ドプロセッサなどに出力す

ることも可能である.相性のよいワープロソフ トとしては MicrosoftWord(英

語版)の名前がマニュアルにあがっている.

なお,Pandora はハイパーカー ドスタック形式の検索ソフ トなので,ある程

度 自分の使いやすいようにカスタマイズすることができる.たとえば,初期設

定では画面の大きさはコンパク トマック (9インチディスプレイ一体型)用に

512*342ドット (ピクセル)になっているが, 13インチ (あるいは 16イ ン

チなど)用に拡大することができる｡ファイル書き出しの設定 も初期設定の｢指

定 した行の前後50行｣か ら ｢指定 した行以降任意行｣にしたほうが便利であろ
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う (ただ し,TLG (PHI)CD-ROM のデータフォーマ ッ トか らくる制限である

と思われるが,一回の操作での書き出しは最大限150行程度のようである)

ギ リシア語 (お よび 長音 記号 を含 む ラテ ン語 )人 力 ソ フ トと しては

GreekKeys が優れている.これはフォン トではな くギ リシア語｢入力 システム｣

であり, ことえ りやATOK8などといったかな漢字変換ソフ トとおな じよう

な働きをする.GreekKeysには古典ギ リシア語用の二種類のフォン ト(Attika,

AtIlenian)の ほか に,碑 文やパ ピルス,韻律 のための特殊記号 を含 ん だ

Symbol Ahenian,さらに,ラテン語で長音記号が使えるフォン ト Classical

が同梱 されている.なお,ギ リシア語の母音とアクセ ン ト記号 (および気息記

号,下書きのイオータなど)の組み合わせは基本的なものはワンス ト占-クで

入力できる.この人カ システムやフォン トは Pandora だけでな く日本語 ワー

ドプロセ ッサなどでも利用できる.

Willdows3.1用

筆者が 日本語 Windows 3.1 上で試用 したのは検索ソフ ト TLG Workplace

3.01 とギ リシア語フォン ト Sgreek の組み合わせと(5),検索ソフ ト Musaios

1.Ob とギ リシア語フォン ト WinGreek の組み合わせである(̀).検索 ソフ トと

フォン トの組み合わせはこの通 りでなければ正常に動作 しない.Musaios は

TLG,PHIの両方に対応 しているが TLG Workplaceはその名の通 り TLG 専

用である(7).

機能の点ではどちらも Pandora と同等で,基本的な検索,Browse,コピー

ア ン ドペース トが可能である.検索スピ- ドもほぼ互角である.あとは細かな

ユーザーイ ンターフェースの違いということになるが,特筆すべきは TLG

Workplace の検索メニューのなかに Search Date Range, Search by

Cユassification のサブメニューがある点で,それぞれ特定の時期,あるいは特

定のジャンルの作者だけを簡単に検索対象にできるようになっている.

なお, ワー ドプロセ ッサとの連携ではともに MS-Word (英語版)が推奨 さ

れている.筆者は日本語マイクロソフ トWordVersion5.0を使用 しているが

特に不具合は生 じていない.

ギ リシア語入力に関 しては Sgreek,WinGreekともに単なるフォン トにすぎ

ず,マ ッキ ン トッシュ用の GreekKeys に比べると使い勝手は落ちる.アクセ

ン ト記号などはいったん母音を入力 したのちに重ね書きを しなければな らない.
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第二部 インターネットの利用

1 インターネットの概要

インターネットは ｢コンピュータ ･ネットワークのネットワーク｣で,全世界

の5000以上のネットワ-クで構成され,ユーザ数は2000万人 ともいわれ

ている.前身は1969年に米国の国防総省が構築 した ARPANET であるが,の

ちに大学や研究機関を中心として学術一般に使われるようになった.

インターネットで利用可能なサービスは大きくわけて,電子メール(email),

リモー トログイン(telnet),ファイル転送(ftp)の三つである.電子メールは通

常の手紙を電子的に行うものである. リモー トログインは自分の所属するコン

ピュータネットワーク以外のコンピュータにアクセスして,そのコンピュータ

のプ ログラムやアプ リケーションを実行する機能である.ファイル転送は一つ

のコンピュータに蓄えられているデータを別のコンピュータに移すためのサー

ビスである.

二通 りのアクセス方法

所属大学 ･研究機関のコンピュータがインターネットに接続されている場合は,

そこに設置されている端末から直接アクセスが可能である.詳細は各大学 ･研

究機関の計算機管理者に問い合わせされたい.

所属大学がインターネットに接続 していない場合は全国7大学 (北海道大学,

東北大学,東京大学,名古屋大学,京都大学,大阪大学,九州大学)に設置さ

れている大型計算機センタ-を利用することになる(8).

利用資格のある者は大学 ･短大の専任教員,大学院生,研修員,大学 ･短大

の最終学年生などである.なお,費用支払いは私費ではなく,公費によらねば

な らない.

必要な機器

利用申請が受理されると,大学計算機センターの端末室に赴いてインターネッ

トにアクセスすることが可能になる. しか し,一般には,自宅のパーソナルコ

ンピュータを大型計算機センターの端末として利用するほうが便利である.
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パーソナルコンピュータを端末にするためには,一般の電話回線,モデム,

通信ソフ トが必要となる.モデムはできるだけ高速のものが望ましい.新たに

購入するのなら2400ボーのものではなく,14400ボーにすべきである.

通信ソフ トは VTIOO エ ミュレーション機能を備えている必要がある.

Macintoshの場合はパブリック ドメインソフトの Ninja-Term,まつ もと (秩)

のJterm2,NEC9801シリーズの場合は技術評論社の CCT-98,Windows3.1

用としては同じく技術評論社の CCT/Winなどが利用できる.また,各大学計

算機センターなどでも端末エ ミュレーションソフ トの配布が行われているはず

なので,各自問い合わせされたい.

コス ト

海外のコンピュータにアクセスしたとしてもとくに国際電話料金,あるいは専

用回線使用料のようなものを徴収されることはない.基本的には自分の所属す

る計算機センターの使用料と計算機センターまでの国内電話料金のみである.

筆者の場合年間 150時間ほど利用 して市内電話料金をのぞく負担金は2万円

弱であった (利用者プログラム,データ用の磁気ディスク利用料を含む).

2 西洋古典関連のインターネット上の リソース (情報資源)

西洋古典関連の リソースとしては, ｢人的資源｣ ｢電子化テキス ト｣ ｢書誌情

報｣の三つがあげられる. ｢人的資源｣にアクセスするためには, ｢リス ト｣

と ｢ニュース｣という情報交換の場がある. ｢電子化テキス ト｣を入手するた

めには ｢ファイル転送｣を用いる. ｢書誌情報｣用には Gopher あるいは

HYTELNETなどのツールがある.

インターネット上の情報交換- ｢リス ト｣と ｢ニュース｣

イ ンターネッ ト上 にはふたつの情報交換の場がある.ひとつは電子 メール

(electronic mail)を利用 した ｢リス ト｣,もうひとつは電子掲示版(bu日etin

boardsystem)形式の ｢ニュース｣である.

前者は,特定の分野に興味をもつ人々がそれぞれの電子メ-ルア ドレスをひ

とつの ｢リス ト｣に登録 し,ファックスでいうところの同報通信のかたちで相
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互にメールを交換 しあって議論をすすめていくものである. したがって, リス

トに登録 しない限り情報交換はできない｡

それに対 して, ｢ニュース｣はインターネット利用者であればだれでも記事

を読んだり投稿 したりすることができる.専門家が専門家以外の意見を聞きた

い場合や,反対に,素人が専門家に質問する場合などはこの ｢ニュース｣を使

うことになる.ただし,かなちず Lも情報の質の点で ｢リス ト｣に劣るという

わけではない. ｢ニュース｣には7つの主要なカテゴリーがあり,それぞれの

カテゴリーには数百のニュースグループが含まれている.

西洋古典関係の ｢リス ト｣については本稿末の資料 1を参照されたい. ｢ニ

ュースグループ｣としては sci.classics, sci.archaeology, sci.philosophy,

soc.historyといったところがあげられる.

｢リス ト｣ ｢ニュース｣を利用するためのツールは各コンビュ～タシステム

によって異なるので,利用する計算機センターに問い合わせされたい.筆者の

場合は,おもに EmacsというUNIX用のエディタを使用 している.

電子化テキス ト

インターネット上では聖書や英文学を中心に版権の切れた (あるいはない)香

物の電子化プロジェク トが何箇所かですすんでいる.西洋古典関係でもウェル

ギ リウスのテキス トやカエサルのコメンタリーなどが電子化されており,ファ

イル転送サービスによって入手可能である｡ただしテキス トに関しては上述 し

た CD-ROM でほぼ十分といえよう.今後のこととして辞書や研究書の電子テ

キス ト化が期待される.

書誌情報等の検索 (Gopher,HYTELNETを利用 して)

インターネットは全世界に広がる巨大なネットワークであり,また,日々情報

が蓄積されていくので,必要な情報のありかを知るにはテクニ ックが必要とな

る.上述 した ｢リス ト｣や ｢ニュース｣はそうした情報源としても非常に重要

である.また,それ以外にも情報検索のためのさまざまなツールが開発されて

いる.

筆者は Gopherと HYTELNET というふたつのツールを普段使用 している.

Gopller で入手できる主な西洋古典関係の情報としては,主要雑誌論文 目録の
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TOCS-IN (Tables ofContents ofInterestto Classicists)(資料 2参照),

TAPA のプ リプ リントヴァージョンである 6-TAPA preprintservice,TLG に

関 しての情報を扱うTLGinformationserverなどがある.詳細は資料 3を参照

されたい.また,Hytelnet は図書館情報専用のツールである.これも資料 4

を参照されたい.

荏

(1) RANDOM HOUSEUNABRIDGED DICTIONARY (ュnded.)にいた

っては,期間限定ながら,書籍の形の辞書と CD-ROM がバ ンドルされて100

ドルという値段となっている (限定期間を過ぎれば200ドル)｡なお,電子ブ

ック用として発売されている各種辞書ソフ ト (たとえば研究社 『Readers 英和

辞典』,岩波書店 『広辞苑』,三省堂 『大辞林』,三省堂『クラウン独和辞典』,

三省堂 『クラウン仏和辞典』など)もパーソナルコンピュータと CD-ROM ド

ライブの組み合わせで利用可能である.検索ソフ トとしてはマッキン トッシュ

用の 『書見台』,Windows3.1用の DDWinが有名である.使い勝手はとも

に非常によい.

(2) TLG および PHIに関しては西洋古典学研究 XL (1992)所収の片

山英男氏による解説をあわせて参照されたい.この解説は L.Berkowitz &

K.A.Squitier (with technical assistance from W.A.JollnSOn):Thesaur'us

LinguaeGraecaeCanon ofGreekAuthorsandWofks･3rdEdition,Oxford

U.P.,NewYork,1990.に対する書評というかたちをとっている.

(3) 詳細は ,Sean Redmond (New York University)E-mailaddress:

Redmonds@acfcluster.nyu.edu に問い合わせされたい.またリリース時期等,

このプロジェク トに関する事柄はこ千一スグルーープ sci･classicsで発表される

ことになっている.

(4) 検索に必要なファイルは AUTHTAB.DIR;1(著者 目録)と作品フ

ァイルである.ホメロスの場合 TLGOO12･IDT;1とTLGOO12.TXT;1.作品ファ

イルは拡張子に IDT と TXTのついたものがセットになっている.
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(5) Sgreek は TLG Workplaceに同梱されている.なおおな じ Silver

MountainSoftwareから発売されている SGkClassicおよび SGkDutc血も使用

可能.

(6)Musaios1.Obは ver1.0のときは Scriptorium というソフ ト名であっ

たが,商標登録上の問題で変更になった.また,マッキ ントッシュヴァージョ

ンも開発中とのことである.なお､WinGreekフォン トは P.∫.Gentryによる

シェアウエア.

(7)同じソフ トウエアベ ンダーか ら PHIWorkplaceというソフ トが発売

されているとのことである.

I(8)米国では90年, 日本国内でも93年か らインターネ ッ トの商用利用

が認め られ,インターネッ トへの個人での接続の道が開かれた.ただ し個人が

利用するにはす くな くとも日本ではいまのところコス トがかか りすぎる.商用

プロバイダーに関しての詳細はインターネ ットイニシアティブ(HJ) 03-3580-

3781,あるいは, 日本イーエヌエス AT&T(AT&TJens)03-5561-3333に問い

合わせされたい.
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資料 1 ｢リスト｣

入会するためには,リストサーバーのアドレス(SU)につぎの形式で電子メー

ルを送る.

SUBSCRIBE <LIST_NAME> <YOUR_FIRST_NAME> <YOUR_LAST_NAME>

たとえば,cLASSICS のニュースグループに scLtOShi IwcLyClという名前で参

加したいのならば,メールの 1行目に

SUBSCRIBE 〔LASSI〔S ScLtOShi IwqyQ

と書き,それを,su の欄に書かれているリストサーバーアドレス,すなわち,

LISTSERV@UWAVM.U.WASHINGTON.EDU

に送ればよい.以下に掲げる ｢リスト｣の資料は souRCES CLASSICAL

(LATIN AND CLASSICAL GREEK) のタイトルで Lexigen@world.std.com が

まとめたものの一部である.なおMO は modercLtOr の略で各リス トの議長(世

話役)のことである.

LN:CLASSICS@UWAVM

TI:An unmoderoted electronic discussion group for.topics in

Greek clnd Lcttin.

SU: LISTSERV@UWAVM.U.WASHINGTON.EDU

MO: LindcLWright (LWRIGHT@CAC.WASHINGTON.EDU)

LN: LATIN-L@PSUVM

TI:A discussion groupand forum fortPeOPl.e interested in

clctssicctl Lcttin,medicleVCLI Lcltin,ctnd Nco-Lcltin.

SU: LISTSERV@PSUVM.PSU.EDU

MO:Stephen Pimente1,7114 Vellex Lclne,AnndndcLle,VA ZZ003
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LN:MEDTEXTL@UIUCVMD

TI:MedicleVCtl Texts - Philology,⊂odicology,ctnd Text Anctlysis.

SU:LエSTSERV@VMD.CSO.UIUC.EDU

MO:JdmeS MQrChcmd (Inter'net)MARCHAND@UXl.CSO.UIUC.EDU -

Gerhclr.d ObencluS (Internet)GOBENAUS@UXl.〔≦o.UIUC.EDU

LN:IOUDAIOS@YORKVMI

TI:IOUDAIOS (Greek for rfJew-.) iscLn electr10nic seminclr.devoted

to the explorcttionoffirlSt-Century Judclism.

SU:(Internet) LISTSERV@VMl.YORKU.CA

MO:DcIVid Reimerl(Interlnet) DREIMER@VMl｡YORKU.CA

LN:TMLIL@IUBVM

TI:ThescLurluSMusicorum LcLtinclrlum DcltCLbcLSe for Lcltinmusic

theory.

SU:LISTSERV@工UBVM.U〔S.工NDIANA.EDU

MO:ThomcIS J.MQthiesen (Bitnet)MATHIESE@IUBVM

LN:SOPHIA@LIVERPOOL.AC.UK

TI:Fortthe discussionof cLnCientlPhilosophy (from Hestod to

IcLmblichus,Spclin to PcLlestine).

SU:LISTSERV@LIVERPOOL.AC.UK

MO:Stephen CIctrk (Internet) SRLCLARK@LIVERPOOL.AC.UK

LN:BM〔R-L@BRYNMAWR

TI:The BrynMcIWrCIctssicoI Review rleViews books on Grleek ctnd

Lcltin litercLturle,ctndGreek cLnd RomcLn history,clnd hcLS

occcLSionctl notices (e.g.clbout conferlenCeS).

SU:LISTSERV@CC.BRYNMAWR.EDU

LN:ANCIEN-L

TI:Ancient History DiscussionGr10uP;CCtrlrlies news,views,clnd

requests for informcLtion pertinent to the history of the
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MediterrcLneCLn.

SU:LISTSERV@ULKYVM.LOUISVILLE.EDU

LN:MEDTEXTL

TI:MedievcLI Text - Philology,Codicol.ogy,Technology etc.

Thisis ctpclrticulcLrlylively cLnd interleSting discussion

group and cover.smostclreOSOfmedicLeVCLI studies.

SU:LISTSERVER@UIUCVMD.BITNET

LN:AEGEANET

TI:The purpose ofAegecLNet isto fcLCilitcLte discussion,

initicLte Clnd test newidects,oれd explore possibilities in

theNor-1d oftheAegeon Br'onzeAge.

SU:MAJORDOMO@ACPUB.DUKE.EDU

LN:CONTEX-L

TI:ForcIllwho cLrle interested in the cross-disciplincLry

clnqlysisof ctncient texts.

SU:LISTSERV@ACADVMl.UOTTAWA.CA

LN:ELEN〔HUS

TI:Devoted to discussionsofthe thought clnd literIClture Of

〔hr'isticlnity during the periodA.D.1◎O to 500.

SU:LISTSERV@ACADVMl.UOTTAWA.〔A

LN:LEXI

TI:The University ofColifornictcLt Ir･vine (UCI) hcIS been home

to theThescLuruS LinguGe GrcleCCLe PrlOject (TLG) since 197Z

cLn is now embcLrking upona SecondmclコOrlCOmPuter-bcLSed

prlOコeCt CLimed cLt COnVerlSionofthe ThescluruS LingucLe LcLtincLe

(TLL) into el,ectr10nicfor.m.

SU:LISTSERV@UCⅠ.EDU

MO:EductrdWoelfflin
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LN:NT-GREEK

TI:AneleCtr-onicconferlenCedeslgnedto foster-communicQtion

Concerningthe scholarly study oftheGreekNew Testclment.

SU:NT-GREEK-REqUEST@VIRGINIA.EDU

LN:PAPY

TI:Thislist serverprovidescldiscussionforum forQll

interested inpcIPyrOlogy andthehistory,eplgr叩 hy,Clnd

cLrChQeOlogy ofGrcLeC0 -RomQnEgypt.

SU:LISTSERV@IGL.KU.DK

LN:PERSIA-L

TI:AnunmoderlCItedlistdevotedtointerdisciplinctry cIPPrOOChes

tobibliccLltextsctndr,elcLtedl.iter,cltureOfthe Per･sicLn

Period (6thl4thcenturliesB.C.).

SU:LISTSERV@EMUVMl.〔C.EHORY.Eロu

資料 2 TOCS-INで検索可能な研究雑誌一覧

AIphcLbeticcLlHstofjourlnCllsclndwherle-do .toefilesthey occurl

in:

--==---- =-=-=--=--= (expl.icondcLQtend)=========----=========--

AA:clrCh-1

AAA arch-Z

ABSA:clrChl1

ACloss:cl.cL-1

ADcHlCh-Z

AEcLrCh-Z

AHB:Clct-1

AHR:mtsc-1

AJA:cLrCh-1

AjAH clcL-1

Chiron:CIQ-1

C1.Ant:clc L -Z

DAr･chclrCh-3

EMC: clcI-3

EgArch:…isc-1

EpZtm:…isc-1

ErlCtnOSClcL-3

Expedition:clrCh-3

G&R:cl.cL-3

GRBS:clq-3

- 2 57-

LCM:clctl5

LQtomus:clc1-4

LibStud:mtsc-～

MDAI(A)cLrCh-Z

MDAI(R)cLrCh-5

MinervcL:CLrCh-4

Mnemosyne:cl0-5

NTS.･r･l_ne-3

P良P:mtsc-～

PAA cLrCh-4



AK:cLrCh-1

AJPh:clo-1

AS･.cLYICh-1

ASAA ctrchll

Akroterion:misC-1

AncW:…isc-1

AntJclrCh-1

Antichthonclc t -1

Antiquity:cLrCh-1

Ar-choeology:cLrCh-Z

ArlChcteometry:orch-2

ArethuscI: CIcI-1

Arion:clcIl1

Athencteum:clc L -1

BASO･.arch-Z

BASP:misC -1

BCH:cLrCh-2

BiblArch:rlne-1

BiblArchR:rlne-1

BtblR:rlne-1

C&M CIQ-1

CAD:clrCh-3

CB:clcL-Z

CBq:rlne-1

CJ:CIQ-～

〔ML:clcL-～

CPh･.clc L -Z

CQ:cld -Z

CRclc L -2

CW:CIO-Z

ChHist:rlne-1

GlottQ:Cl.cL-3

H良T:misC -1

HSPh:clcL-3

HThR:rlne-1

Helios: clcl-3

Her･mctthencICIcL-4

Herr71eS:CIcL-4

日esperict..cLrCh-3

HistoricL:CIc1-4

ICSclcL-4

IEJ:clr.Ch-3

IJNA:Qr.Ch-3

jAAR:rlne-Z

JAOS:rlne-3

JAnthArCh:clrCh-3

jArchSc:ctrch-3

JBL:rlne-Z

JEA:cLrCh-4

3FA:cLrCh-4

JHI:…isc-1

jHS:clct14

JIES:…isc-1

JMA:ctrch-4

3NES:rlne

jR:rllnelZ

JRA:or.ch-4

3RS･.clcl-4

3RitSt:rlne-2

JThS:rlne-3

JWImtsc-Z

Klio:clcL-4

PBSR:arch-4

PCPhS:clcL15

PMLA:misC -Z

PP:clcL-5

Phoenix:clcL15

Prooftexts:rlne-3

QUCC clcL-5

RA clrCh-5

REA cl0-5

RES:cl0-6

RELclc1-6

RFIC clc L -6

Rctmus:clcllS

RhM:cI0-6

RoA:cLr･Ch-4

SCI:cl.c L -6

SCent:Fllne13

SIFCclcL-6

ScholicL:CIcL-6

SemeicI･.rlne-3

SovAA:cLrCh-5

Speculum:mtsc-Z

StHA cLrCh-5

TAPhA:clcl-6

VChr:misclZ

Vergilius:miscIZ

Vivdr.ium:misc-Z

Wor･ldArch:cLrlCh-5

YCIS:clcl-6

ZPE:C10-6

F orma t : 3ourncll Qbb r, Colon (:)if ctny issues cLr･e CLVCtil.cLb le,
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.toefile.ThelastZdigitsoftheyecLrmustbecLddedinthe

.toefilencLme:e.9.,jOurnOIsmcLrkedI.clct-1"win befoundin

cIQ9Z-1.toecLndcl,cL9311.toC.inform.toCcontcLinscLfulllistof

コOurnQIs,issues,andyectrs,listedbythe .toCfil,ethey cLre

contclinedin.

資料 3 Gopherを使っての情報検索

所属する大学の UNIX 端末 (もちろん通信ソフトを使用して自宅のパーソナ

ルコンピュータを端末にしてもよい)のシステムプロンプ トから telnet と

いうコマンドを使って the University of Illinois tit UrbclnCL-

chcLmPCtign Gopher にリモートログインする.この Gopher Server はあら

かじめ使用許諾を得なくても使用できる PublicGopherTelnetサイ トの-

つで,ネットワーク上のアドレスは uxl.Cso.uiuc.eduである.

sQkurcL% telnetuxl.cso.uiuc.edu

ログインプロンプトにたいして gopherと入力する.

1091n:90Pher

いくつかのメッセージが表示されたあと,urbcLnCI-ChclmPCIignGopher

serverのオープニング画面 (Root) となる.

Rootgopherserver:gopherl｡uiuc｡edu

- > 1. WelcometotheUniversityofIllinoiscLtUr'bctncL-

ChompcLtgnGopher.

2. ccLmPuSAnnouncements(lcLStuPdclted◎Z′Zl/94)/

3. Whot'sNew? (lcLStuPdcLte:ll/04/93)/

4. InformcLtionclboutGopherl/

5. KeywordSearchofGopherMenus<?>､

6. Univ.ofIllinoiscatUrlbcLnCI-ChcLmPCIlgnCampus
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Infor.motion/

7. ⊂hclmPCLlgn-UrbcLnCIaReg10ndlInformcttion/

8. ComputerDocumentqtion,Softwctre,CndInformcttion/

9. LibrQr.iescLndReferenceInformation/

10.NewspcIPerS,Newsletters,andWecLtherI/

ll.OtherGophercLndInformationServers/

1Z.PhoneBooks(ph)/

13.InterlnetFileSerlver(ftp)Sites/

14.FederalRegisterEntryHcLSBeenMoved.

ここから,メキューを順番にたどってい<･古典関係のリソースは 〔lQSSics

Ond MediterrQneCtnArchctelogy にまとめられている.そこにたどりつくた

めには,次のような順番で番号を入力していく.

1 ll(OtherGopher･cLndInformcttionServers/)を選択

2 次の画面で ZZ(USA/)を選択

3 さらに 23(michigan/)を選択

4 最後に 8(ClcLSSicsCndMediterrcLneQnArchcteology/)を選択

clcLSSicsclndMediterycLneCLnArchcLeOlogygopherser.verのオープニ

ング画面

GopherCourtesyAccountCltentvl.1ZS

CIcISSicsctndMediterrQneCLnArchcLeOlogy

- > 1. AboutThisServer･.

Z. Additions2-26-94/

3. All.ResourcesforCIcLSSicsctndMediter.rclneCLm

Ar'ChcleOlogy/

4. CdtCLlogsofACcLdemicPresses/

5. DepcLrtmentCLIDescriptions/

6. FteldProコeCtS/

7. Gener-ol/
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8. JourncLIs/

9. MdilLists′

10.MuseumandLibrctryExhibits′

ll.PQPyrOlogy/

lZ.SpctticLll.y Refer-encedDotcL/

13.TecLChingMcltertCLIs/14.Texts′

つぎにあげるのは3 All Resources for ClcISSics cLnd MediterrcLneCLn

ArChcLeOlogy の内容である (′が末尾に付いている場合は,さらに下位メニュ

ーがあることを示している).

- > 1. AegecLnPrehistoryCourse/

Z. AnthropologycLndAr.chcleOlogy ServerI(fr･omYole)/

3. ArchcLeOlogy Ser-vcr-fronlBrlitclin/

4. BeineckeLibrcLry,Yctl.eUniversity PcLPyruSCol.l,ection/

5. BrynMcLWrCIctssicol.Review (fromVir･ginio)/

6. BrynMctyvrlMedievalReview(fromVirginict)′

7. CcLtCLl,ogofDigitcIIElevcltionDQtO.

8. DclllcLSMuseumofArt,AncientGctlleries/

9. Descrtption

lO｡Descrliption

ll.Description

lZ.Descrtiption

13.Description

14.Description

15.Description

16.Descrliption

17.Description

18.Description

19.Description

ZO.Description

Zl.Description

ZZ.Descrtptton

ofAIA-LList.

ofANCIEN-L.

ofANE(AncientNeclrEcLSt)List.

ofANTHRO-L.

ofARCH-LList.

ofAegectNetList.

of〔LASSICSList.

ofCONTEX-LList.

ofELENCHUSList.

ofHERITAGEList.

ofIOUDAIOSList.

ofLATIN-LList.

ofLEXIList.

of NT-GREEKList.
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Z3.DescriptionofPAPYList.

24.DescPtptionofPERSEUSList.

25.DescriptionofPERSIA-LList.

Z6｡EdinburghUniversityPrleSS(Scotlctnd)<TEL>

27.ElectronicAntiquity :CommuniccLtingTheClcISSics

(frlOmTctsrnclnicI)/

28.FTPAddressofOrientcLIInstitutecLndDescription.

Z9.GlobcLILQndInfoSystem -fromtheUSGS<TEL>

3◎.HclrVCLrdUniversityPr.ess<TEL>

31.IOUDAIOSREVIEWS(fromPennsylvqnicL)/

32.ImcLgeSOfEur10PefromMeteoscLt(fromNASA)/

33.InstitutfuerPQPyrOlogle,UniversitQetHeidelberg/

34.InternetInfor･mQtionandResour･ces:includesZenclnd

theArtofTh‥′

35.30hnsHopkinsUniver-sityPr-ess/

36｡JohnsHopkinsUniversityPress,CIcLSSicsつour.ncLIs/

37.LcLtinforReclding/

38｡LibrLclrtyCotctlogsListedby Loccltion(fromtheYcLleinfo

Server)/

39.LibrcLryOf〔ongr-essDecLdSeaScr1011sExhibit(from

Britctin)/

40.Libr-cLr-yOfCongressVcLticctnExhibit(from

PennsylvQnict)′

41.ListofresourtcesforCIctssiccLl.Studies( from

world.std.com).

4Z.MQSSCIChusettsInstituteofTechnology Press/

43.NcltionoIAr'cheologiccIIDcLtCLbcISe(USNcltionctlPcLrk

Service)<TEL>

44.NcttionqlScienceFoundcLtion(NSF)Gopher(STIS)/

45.OtherGophercLndInformcLtionServer'S/

46.Per'seusProjectGopherServer/

47.PrincetonUniversity Press/

48.RutgersUniversityPress/
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49.ScholiGReviews(fromtheUniversityofNcLtCtl

(DurbcLn))/

50.SchoolofArchitecturecLndUrbctnPl.ctnning,U.ofMich.

(seemenus‥′

51.SecLrChDirectoryofSCholqrly EleCtr･onicConferences

く?>

SZ.TAPA(fromPennsylvclnio)/

53.TOGS-IN:Contentsofjrnlsofinteresttocl.CLSSicists

(fromVir9in‥′

54.ThescLuruSLingucLeGrcleCCLeGopherServer(fromUC-

Irvtne)/

55.UniversityofAr-izoncLPress/

56.UniversityofBritishColumbicLPress/

57.UniversityofChiccLgOPress/

58.UniversityofIlllnoisPress/

59.UniversityofMinnesotaPr.ess/

60.UniversityofNebrcLSkcLPress<TEL>

61.Wor-1dHeritage(Fr10mtheInstituteforGlobcLl

〔ommuntcqtions)′

62.WorldHeritcLge-冬UNESCOPubliCcLtion(fromCiC.net)/

63.WorldSystemsArchive(fromColorctdo)/

資料 4 HYTELNETを使っての図書館情報検索

gopher同様 UNIXのシステムプロンプトから次のように入力する.

scLkurcL%telnethytelnet.cwis.uci.edu

ログインプロンプトに hytelnetと入力.

logln:hytelnet
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HYTELNET のオープニング画面

Welcometo HYTELNET

ver.ston 6.5

June ZO,1993

WhcLt isHYTELNET?

LibrcLrly CCLtOlogs

Other resour-ces

Help files forccLtCLlogs

CcLtCLlog interfcLCeS

Internet GlosscLrly

Telnet tips

くWHATIS>

<SITESl>

くSITESZ>

<OP000>

<SYSO◎◎>

<GLOSSARY>

くTELNET>

Telnet/TN3270 esccLPe keys<ESCAPE.KEY>

Key-stroke commcLnds <HELP>

Up/Down orr'owsMOVE Left′Right arrows SELE〔T ? for

HELP ctnytime

m returns her-e q quits

HYTELNET 6.5wcLSWritten by Peter.Scott

E-mctil cLddress:cICL375@freenet.Cclr･leton.CCL

このオープニング画面から例として HclrVCLrd大学図書館にアクセスしてみる.

HYTELNET も 90Pher と同じようなメニューシステムであるが,直接数字を

入力するのではなく,カーソルキーを使って選択していく.次のように1から

5まで順番に選択していけばよい｡
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1 Librctry cotcLlogs <SITESl>

2 TheAmerliccLS <SITESIA>

3 <USOOO> United StcLteS

4 0ther LibrlCLries <USOOOOTHゝ

5 <US◎40> HcLr.VCLrd UniverISity

を選択

を選択

を選択

を選択

を選択

HQrVCLrd University Office forInformationTechnology に接続 した

画面.

* ** * ** ** * **** *** * H A 良 V A 良 D U N 工V E R S IT Y

* * * ** ** ** *** *** ** OFFICE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

* * * ** * ***

** * VE***RI *** HOLLIS (HcLrlvclrdOnLine Librdry

* ** *** ** *

* ** * * * *** *

* ** * TAS ** **

** * ** *

♯* * **

** *

Informcttion System)

VINE (ccLmPuS InformcLtion)

HUBS (HcLrlVCIrd University BcISic

SerlVices)

IU (InformcltionUtility)

CMS (VM/CMSTimeshQrling Service)

* * HOLLISANDVINEAREAVAILABLEWITHOUTACCESS RESTRICTIONS * *

Access to othercLPPl.iccLtionsislimited to individucLIswho

helve been grlCLnted specificpermissionby cLnCtuthorized person.

HOLLIS (HQrVardOnlineLibrary InformcLtion System) に入れば,あ

とは通常の図書館のコンピュータ検索と同様のことが可能となる,
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ソフトウエアヴェンダー等連絡先

ThescLuruSLingucLeGr-cteCcLeCD-RO‖

TLGProコeCt,UniversityofCQlifornicL,

Irvlne,CA9Z717,U.S.A.

Phone:(714)856-7031

FcLX:(714)853-8434

E-Mctil(Interlnet)TLG@UCI.EDU

PcICkcLrdHumqnitiesInstituteCD-RON

ThePcLCkclrdHumcLnitiesInstitute,

3◎◎ SecondStreet,SuiteZ¢1,

LosAltos, CA94◎22, 日｡S.A｡

Phone:(415)948-0150

FcLX:(415)948-5793

E-McLil(Bitnet)xb.m◎7@stclnfor.d

Musoios(Shclr･eWQre‡65)

C/0Dclrl3.Dumont

15237SunsetBoulevard,SuiteZ◎,

PQCificPcLliscLdes,COliforlnicL9◎27Z,U.～.A.

E-Mclil(Inter･net)ddumontl@cerf.net

r･smithl@cerf.net

WinGreek(ShcLreWClrleS35)

Peter3.Gentry

SSAmberlCrOftBlvd｡

Scclrlborough,Ontclrio

CctncLdQMaw ZZ6

ScholctrsPress

C/0ProfessionalBookDistiributors
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P.0.Box6996,AIphctrettQ,GA30Z39-6996,U.S.A.

Phone:(404)442-8683

FAX:(404)44Z-9742

TLGWorkplace($85)

SilverMountainSoftwclr･e

l◎29TonglewoodDr.

CedctrHill,TX75104,U.～.A.

Phone:(214)293-Z9ZO

E-MctH(Internet)4407401@MCIMQil.com

CCT-98 (¥20,Oo㊥)

(秩)技術評論社

〒 160 東京都新宿区愛住町8-8

TEL◎3-3ZZ5-3Z81

JterlmZ.◎ (¥9,800)

(秩)まつもと

〒 242 神奈川県大和市大和束 1-4-4

TEL846Z-61-◎070
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