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京都大学附属図書館

ご 挨 拶
京都大学附属図書館は、1899（明治32）年12月に開館し、今年創立百周年
を迎えました。図書館報『静脩』も、これを記念して臨時増刊号を編むことに
なりました。
この臨時増刊号には、長尾 ⁄総長の巻頭言を頂くことができました。また歴
代館長のご寄稿、さらには重要な時期に図書館の運営を担った方々の想い出の
記をいただきました。
こうした歴史の証言と、現在図書館の活動を担っている職員の手記や図書館
利用者の声とをあわせて、図書館の過去と現在を確認することは、これからの
京都大学図書館の歩みを確かなものにする上で大きな意味を持つといえるでし
ょう。
この機会に、さまざまな形で京都大学図書館にかかわった全ての人々に感謝
の念を捧げるとともに、これからも図書館の発展にお力添え戴けますよう、お
願いする次第です。
平成11年11月29日
京都大学附属図書館長

菊

1

池

光

造
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附属図書館
創立100周年記念
臨時増刊号

大学は図書館と共に
京都大学総長

京都大学の図書館は560万冊余を持つ全国有

医学・生物学図

数の図書館であり、国宝や重要文化財の指定を

書館、自然科

受けた文書を含み、多数の古文書を持つなど多

学・工学図書館、

くの特徴をもつ図書館である。ただ我々の誇り

人文・社会科学

とするこの図書館にも以下に述べるような種々

系図書館といっ

の課題が存在する。

た単位の方が総

たとえば、図書館は60余りの図書室に分散さ

合的な利用に便

れていて、それぞれの図書室では独特の分類方

利であるし、ま

式をとっている。したがって他部局の図書の利

た人員不足の図

用はかならずしも便利に出来るわけではない。

書館司書の過重

京都大学全体として図書に使われる金額はか

長

尾

眞
真

な仕事が少しでも緩和されるだろう。

なりの額であり、年間に約９万冊を購入してい

京都大学のほとんどの図書は、原則的にはそ

るが、中央図書館である附属図書館では定期的

の時の研究者の関心によって購入されており、

に購入することが指定されている図書・雑誌を

学問全体の立場からバランスのよい選書が行わ

除いて、毎年自由に選書して購入できるのはた

れているわけではない。図書館は全体として１

ったの3000冊程度である。まことに寒々とした

つのバランスのとれた知識の体系という観点か

気持にさせられる数字である。

ら情報を集める必要があるが、そういった点か

そもそも大学図書館は研究者向けの研究図書
館と、学生の勉強のための学習図書館をもうけ、

らは京都大学の図書館もかならずしも満足のゆ
くものではない。

それぞれの目的にそった書物を体系的に購入

たとえば図書館は図書や雑誌のほかに各種の

し、提供すべきものである。研究用の図書館は

資料を収集することが大切であるが、日本の場

各専門分野ごとに作られるのが自然であるとい

合、その重要性は一部の人にしか認識されてい

う点からは、京都大学に60余の図書室があるの

ず、この方面にお金を使わず、したがって資料

もうなづけるが、今日のように学問が学際的に

収集の専門家もほとんどいないというのが実状

なってくると、なるべく大きな単位の図書室の

である。京都大学の場合にも図書館としてその

方がよいというのが一般的な考え方であろう。

ような努力はほとんどなされていないと言わざ
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るをえないだろう。資料こそ学問の出発点であ

図書館やインターネット上の情報が使えるよう

り、研究のための材料であり、書物を書くため

になるという環境変化を視野に入れた図書館サ

の基礎を与えるのである。

ービスと講義の組み立て方をこれから工夫して

京都大学の図書館は研究図書館としてはまず

ゆく必要がある。いずれにしても、学生が主体

まずのものであろうが、学生のための学習図書

性をもって能動的に講義に参加し、主体的に勉

館という観点からは全く不十分であると言わざ

強するための１つの重要な核としての大学図書

るをえない。総合人間学部図書館と附属図書館

館でありたいものである。

の一部が主としてその役割りを担っているが、

今日、情報爆発という言葉がよく用いられる

教養教育や学部教育のカリキュラムに対応した

ようになってきているが、情報はもはや１カ所

図書が十分に備えられているとは言えないし、

で集中的に収集し蓄積することは不可能であ

毎年新しく出る教科書や参考図書、一般教養書

る。情報の発生源に最も近い所で収集蓄積し、

などを十分に備えるだけの予算がない。また図

相互利用するという形の分散共有のシステムを

書館の閲覧机の数が十分でなく、今日必要とさ

構築してゆく以外に方法はない。したがって、

れるコンピュータネットワークのコンセントも

図書館間の連携は国立国会図書館はもちろんの

わずかしか設けられていないという状態であ

こと、公共図書館、私立図書館など、大学図書

る。

館だけといった境界をもうけずに相互協力をし

日本の大学の図書館は、欧米をはじめその他

てゆく必要があるだろう。

の国の大学の場合のようには学生に利用されて

同じことは海外の図書館との連携についても

いない。京都大学附属図書館への学生入館者は

言えることである。全ての大学図書館は電子カ

非常に多いが、その多くは自分の勉強の座席を

タログ情報（OPAC）をインターネットに公開

とるためにやってくるのであって、図書や資料

し、大学人には自由なアクセスを許すというこ

を利用するための学生は限られている。

とに国際的に同意すべきであろう。そして原資

それは日本の大学の講義の内容、学生の学び

料へのアクセスについては大学間で個別の協定

方が図書館を利用することを考えて組み立てら

を結ぶとか、英国図書館の貸出し部門が行って

れていないからである。講義の参考書はいろい

いるように適当な料金を支払うことによって実

ろと示してはあっても、それらを読ませて報告

現することが考えられる。いずれにしても、こ

書を書かせるといったことが積極的に行われな

れからは国際的な協力という方向への積極的な

い。自分の出席している講義のいろんなテーマ

努力が必要で、図書館員は研究者と他大学の図

について資料をしらべて自分の考え方を形成

書館との間の橋わたし役という大切な仕事をす

し、それを論文や報告書の形にまとめて提出す

る必要がある。

るといった形の、いわば学生が能動的に講義に

京都大学図書館が学生・研究者にとって頼り

参加するタイプのクラスを徐々にふやしてゆく

がいのある、大学の中心的な機関として、より

努力が必要であろう。

一層の発展をしていっていただくことを期待し

こういった図書館利用の学習は、将来はイン

て、百周年のお祝いの言葉とします。

ターネットや電子図書館利用という方向に変っ

（ながお

てゆくだろう。学生は自宅からいつでも自由に
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京都大学図書館の現地点
附属図書館長

菊

池

光

造

京都大学附属図書館は、今年開館百周年を

ふれるのみにと

迎えた。この間、図書館は歴代館長の先生方や

どめるが、情報

数多くの図書館職員みなさんの努力に支えられ

発信の面では、

て発展してきたのであり、この機会を借りて、

学内での研究状

まず京大図書館の発展に寄与してきた方々にお

況・研究成果を

礼を申しあげたい。現在京都大学図書館は、附

いかにコンテン

属図書館を中心に64の部局図書館・室によって

ツの中に盛り込

構成され、蔵書数約560万冊(附属図書館所蔵分

んでいけるかが

80万冊)、入館者は附属図書館だけをとっても

課題であり、情

年間約75万人、したがって１日平均2500人(定

報配信の面では、

期試験の期間には約5000人)をかぞえ、また電

オンライン電子ジャーナルのタイトル数をいか

子図書館化の先行館の一つとしても活動を続け

に増やしていくかが課題だといってよい。とり

ている。

わけ後者については、外国雑誌の値上がりが激

「図書館」といっても、 いまや学術情報、

しく、一方で購読のための予算が増えないとい

いや広くいって知的情報は、もはや活字と紙の

う状況のもとで、国立大学共通の悩みを解決す

みならず、画像・映像・音声・音響による情報

るためにも、コンソーシアムによる共同購入等

の創造・伝達・保存・利用がおこなわれるマル

の工夫を重ねて、何とか研究者のニーズに応え

チメデｲアの時代であり、図書館もマルチメデｲ

るような前進を図らねばならないだろう。

ア図書館化しているわけだが、中でも情報の電

いまひとつ、図書館電子化をめぐっては

子化による「電子図書館」の展開は刮目に価す

OPAC（Online Public Access Catalog）の問題

る。

がある。図書情報のオンライン検索は圧倒的な

私は、こうした状況を「ハイブリッド型図書

利便性を持っており、学生諸君の中には、カー

館の時代」と呼んでいるのだが、これからの大

ドシステムに馴染めず、OPACで出てこなけれ

学図書館は、従来型の書籍・活字資料を中心と

ばその本や資料は存在しないとさえ思い込む人

する「従来型図書館」と電子化された学術情報

が増えている。しかし、実際のところ学内で

によるいわゆる「電子図書館」とが併存・補完

OPAC検索できるのは1985年以降に受け入れた

しあい、分かちがたく結びついたものとして展

約100万冊の書籍のみであり、京都大学図書館

開することになる。京都大学図書館としては、

百年の蓄積である全学560万冊余の全蔵書から

双方を充実させつつ、いかにシームレスかつ効

見れば、その６分の１に過ぎない。１日も早く

率的に図書館全体の機能を展開するかが課題で

全蔵書の「遡及入力」をおこなってOPAC化を

あるといえよう。

せねばならないのだが、これには膨大な費用が

ところで京都大学電子図書館は、本格的にオ

必要となる。これも国立大学共通の悩みである

ープンしてから、まだ２年足らずであるが、画

が、さいわい、今年６月にまとめられた学術審

像14万枚に及び、古典籍や明治維新資料など京

議会答申（「科学技術創造立国を目指す学術研

都大学らしい特色を持つものとして、幸い好評

究の総合的推進について」）の「中間まとめ」

を得ており、海外からのアクセスも増加してい

において、大学図書館を軸にした図書資料の効

る。図書館電子化をめぐっては、本号の中でも

率的な相互利用、その前提となる「遡及入力」

現状報告がなされると思うので、ここでは一言

の重要性の指摘が盛り込まれた。ようやく経費
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要求の公的な拠り所ができた今、国立大学図書

の強い附属図書館とによって構成されているわ

館協議会での共同事業として、ぜひ一挙的な遡

けだが、今回のアンケートを通じて、いかに多

及入力実現の方途を探らねばなるまい。

くの学部学生たちが附属図書館に対する要望を

さて京都大学図書館では、百周年事業の一環

もち期待を寄せているかを、改めて認識するこ

として、今年図書館の「外部評価」を実施して

とにもなった。いずれにしても外部評価の前提

いただくことにしている。
この百周年を機会に、

には、自己点検・自己評価こそが必要であり、

学外の専門家たちによって、専門家の目で京都

附属図書館自体については、現在アンケート結

大学図書館の現状を分析し問題点を指摘してい

果も参考にしつつその作業を進めている。

ただき、これからの図書館のあるべき姿、取り

ところでアンケートは各部局図書館・室の利

組むべき課題を明らかにして、京都大学図書館

用者の声を聞くものでもあった。この機会に、

の進むべき方向、改善のための手がかりにする

ぜひ各部局図書館・室においても、アンケート

のが目的である。京都大学図書館の百周年は、

結果も参考にしながら、自主的に各部局図書

まさに世紀の変わり目の年と重なった。独立行

館・室の「現状と課題」を明らかにする作業に

政法人化の動きなど、大学および大学図書館を

取り組んでいただきたいと願っている。

取り巻く環境・条件が急激に変化しつつある現

京都大学では、
部局自治の意識が強烈であり、

時点で「21世紀に向けて・・」とまで大きく構

図書館の運営についても各部局の独自性が強

えることはむしろ不適切であろうが、少なくと

い。全学60余に及ぶ部局図書館・室相互につい

も中期的スパンで図書館の取り組むべき課題を

ては、従来「調整された分散主義」という言葉

明らかにしたいと考えている。

が使われてきたようだが、アンケートを瞥見す

その外部評価のための資料として、すでに図

る限りでも「もっと垣根を低くして学内諸部局

書館利用者のアンケートを実施した。アンケー

図書館・室間の相互利用を容易にすべきだ」と

トは全学規模で各部局図書館・室を含めて実施

いう声もあり、この機会に、｢調整」の中身も

したが、短期間にもかかわらず多くの方の協力

再検討しながら京都大学図書館システム全体と

を得ることができた。現在その集計と分析をお

して、利用者の期待に応えることのできる、効

こなっているところである。いうまでもなく、

率的なシステムを作り上げて行きたいと考えて

京都大学図書館は、研究図書館的性格の強い部

いるところである。

局図書館・室と、一般教養・教育図書館的色彩

OPAC及び電子図書館
で検索中の利用者
『今昔物語集』などが
保管されている貴重書書庫
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館長時代の思いで
西

原

宏

私が附属図書館長を務めたのは定年直前の昭

附属図書館内で意見を聞いたところ、進行中

和59年４月１日から61年３月31日までの２年間

の図書館の電算化との連携を念頭に、世話部局

である。図書館学の実践の場という伝統的な図

として実施の具体的計画の作成に協力しようと

書館から、長尾⁄館長が御自身で開拓されその

いうことであったので、図書館商議会に諮り承

実現に先駆的な試みをされたところの電子図書

認を得た。このための全学の委員会が設置され

館へ移行する過渡的な時代に当たって、全く思

ので丹羽大型計算機センター長と協力して計画

いも掛けずに附属図書館長に就任することにな

案作成の作業に着手した。ネットワークの具体

った。

案の作成は堂下修司教授にゆだねることとし

私の前々任者である林良平先生は９年間にわ

た。堂下教授は当時データ通信の技術が飛躍的

たる異例に長い館長御在任中に附属図書館の近

に進歩する時期に当たっていたことに鑑み最新

代化へ向けての布石と準備を周到綿密に計画さ

の設計とすること及び本学の多数のキャンパス

れ着々と実現して行かれ、新図書館の竣工する

が同等の条件で利用できることを２本の柱とし

１年前に高村仁一先生と交代された。高村館長

て優れた設計を提示された。委員会は直ちにこ

は新図書館への再移転と図書館財政の強化に尽

の設計を骨子とする建議書を沢田総長に提出し

力された。私は偉大な両館長の跡を継いで、附

た。沢田総長はその重要性を直ちに見抜かれ、

属図書館にとってまことに重要なこの時期に、

本学の事業計画として取り上げられたのであ

一体、自分は何をしたらよいのかを考えずには

る。このことは忘れがたい思い出である。この

居られなかった。

ネットワークは私の定年退職後、大型計算機セ

定年退職まであと２年という年であったの

ンターに置かれた西島総長以下の建設本部の

で、新しいことを考え出すより、諸先輩が既に

方々による強力な体制でKUINSとして実現し

提言された事業のなかから、やり甲斐があり実

た。本学に学び、研究教育に携わる人々にとっ

現の可能性があるにも関わらず未着手のままに

ては、またとない贈り物となった。

なっているものを発掘しようと考えた。そう考

附属図書館には事業の規模に対して人員も予

えて『静脩』及び『学報』のバックナンバーを

算も十分でなく、図書館業務の電算化の新しい

調べたところ、そこは思った通り宝の山であっ

仕事が増え、また各部局の図書室との関係もあ

た。

り、それぞれ事務部長を始め各課長には随分苦

そのなかで私が特に注目したのは、林良平館

労をかけたが、私にとっては在任中は幸い比較

長が丹羽義次大型計算機センター長と共同で作

的穏やかに日が過ぎた。当時の図書館員・関係

成された京都大学学術情報ネットワーク建設の

者の方々に限りない感謝の念を覚える。

提案であった。この提案は総長の諮問に対する

当時、４階の館長室からは生駒山がよく見え

答申として京都大学学報に掲載されたが、実現

た。秋の夕方の空を夥しい数の鳥が南に向かっ

の手続きをとらないままになっていたのであ

て渡っていくのが見えた。やがて2年の任期が

る。大学学術情報センターが置かれ、全国の大

過ぎて３月31日となり、二階堂総務課長と共に

学を結ぶ情報幹線を文部省が建設に当たるのに

学内の各部局への挨拶回りを終え、図書館前で

呼応して、学内の学術情報ネットワークはそれ

課長と別れ、昭和17年９月に入学以来40年余り

ぞれの大学に委ねられる状況の中で、この答申

通った京都大学の本部キャンパスを、あとを振

はまことに時宜を得たもので、その実現に向け

り返らずに立ち去った。

た努力を始めるべき時に当たっていた。

（にしはら
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ひろし：元附属図書館長）
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思い出二題
西
この11月に京大附属図書館は創立百周年を迎
える由、誠に慶賀にたえません。

田

龍

雄

裏表紙には文学部所蔵のロロ文字写本の一頁
をもってきました。これは貴重本の指定を受け

私は平成４年３月に定年退職しましたが、同

ていませんが、新村出先生の時代に購入した極

時に館長の任期も終り、図書館を去りました。

めて珍なる書で、日本のどの図書館にも類似の

前後２期６年の間、いろいろの方々のご支援を

品はないと思います。まだ内容の決定はできて

いただきましたこと改めてお礼申し上げます。

いませんが、おそらく四川省の彝族が古い彝

館長時代の思い出というテーマを与えられまし

（イ）文字を使ってたて書きにし右から左に行

たので、就任した初めの年度に起った残念な事

を移して書いたもので△印に朱を入れた独特の

件と任期終了前にあった嬉しい思い出を一つづ

句点も見られます。古ぼけた外装をもったその

つ記してみたいと思います。

実物も展示しました。

昭和62年の年頭、祝賀気分がまだ抜けきらな

表紙はロロ文字と並ぶ納西（ナシ）文字にし

い１月８日に、目録カードが何者かに奪われ投

たかったのですが、その経典の実物はどこにも

棄されたという知らせがありました。当時は電

ありませんので、私が先年雲南省麗江で入手し

算機による目録検索はまだ軌道にのっていない

持ち帰った納西の絵文字の一枚を使うことで同

頃で、図書管理の要であったカードが２千枚近

意を得ました。これは最近の作で決して貴重な

くも構内数カ所で前後４回にわたって投げ棄て

ものとは言えませんが、裏打ちしましたので見

られたのです。大きい衝撃で誠に遺憾でした。

栄えのある形になっていました。「舞踏を教え

その頃の緊迫した学内情勢の中で、可能な限り

る殿様蛙」と名付けました。

の探索が行われた結果、ある程度の背景はつか

納西族の間では地球上にもっとも早く出現し

めました。この事件は計画的なある意図のもと

た生物は金色の大蛙であると言い伝えられてお

に行われたものではなく、結局は妙な結末にな

り、人類の踊りはその蛙の跳躍にヒントを得て

ったように記憶します。岩井部長から受け取っ

できたものと考えています。また1980年に麗江

た詳しい記録が手許にあったのですが、いつの

県立図書館の書庫で納西族の古い踊りを詳しく

まにか紛失してしまいました。ともかく各部局

解説した２冊の書物が発見されています。それ

のご協力のお陰でことがそれ以上に拡大しなか

らに因んで誰かが納西文字風に蛙の踊りを書い

ったのは不幸中の幸いでした。

たのでしょう。

嬉しい方の思い出は、退職の前年秋の恒例の

この展覧会は好評の中に終わったと記憶しま

展示会で「東アジアの文字と文献」を企画して

すが、初日の夕方に開かれたパーティで当時大

もらったことです。それまでの展示会と違った

阪大学の館長をしておられた越田教授から蛙に

ところと言えば、小冊子の解説目録を作って配

はペニスはない筈だがとご指摘を受けました。

布したことでしょう。毎回解説目録の要望がよ

この生物学者の眼力には参りました。よくよく

せられていましたが、それを実現したのです。

見るとこの蛙には黄金のお臍もついているでは

当時洋書目録掛長であった谷口敏夫氏（現在光

ありませんか。わが家の家宝となったこの絵文

華女子大学助教授）が連日おそくまで作業を進

字はそののち『京大広報』の表紙になり、私の

めてくれましたお陰で小冊子はB４判21頁の簡

退休記念に造ったテレホンカードにも使いまし

潔な体裁にでき上がりました。研究室の家本太

たが、その部分を隠すわけにもいかず、急所と

郎氏や文学部の数名の教官にもご協力いただき

お臍を出して登場しています。

ました。

今年の６月に、蛙の故郷麗江を再度訪れまし
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臨時増刊号

た。大地震のあと町はすっかり変貌していて旧

時代の大きい流れの中でつねに変わらないも

市街には多少昔の面影があるものの、大きい近

の不動のものがあるようです。それらは変えて

代建築が立ち並んでいました。それでも市街地

はならないものであるかも知れません。

を30分ほど離れると昔ながらの石畳があり、長
い旧家の塀に沿って静かに流れる小川のきれい

京大附属図書館の益々のご発展を祈念いたし
ます。

な水で納西族のおばさんが野菜を洗っている長

（にしだ

たつお：元附属図書館長）

閑な風景も残っていました。

京都帝国大学附属図書館
（明治32年竣工）

物資不足の中で昭和23年
に完成した附属図書館

現在の附属図書館
（昭和58年竣工）
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館長時代の思い出
万

波

通

彦

京都大学では各部局の図書室が整備されてい
ます。私には、附属図書館は自分の専門以外の
特別な調べ物をする場所でしかありませんでし
た。その附属図書館の館長に任命されたのは定
年の一年前でした。前館長の長尾⁄先生の路線

エンサイクロペディア」と言うキャッチフレー
ズで代表される情報発信が目玉でした。従来か
らネット上で公開してきた貴重書画像の充実に
加えて、京都大学の学術情報をインターネット
を通じて内外に発信します。最初から予想して

完成を工学部の誰かがやれという理由で選ばれ

いた通り、学内で出版され、学会で評価の高い
学術雑誌はエンサイクロペディアに含めること
は出来ませんでしたが、京都大学百年史、博士
学位論文論題一覧等が順次入力、公開されてい
るようです。貴重書画像の公開は附属図書館の

たと思っています。
館長として図書館全体を見渡したとき、改め
て驚いたことは、学部学生の利用が多いにもか
かわらず、一般図書の購入費が僅かなことでし
た。過去百年間の先人の努力で附属図書館には
立派な蔵書が揃ってはいるものの、一般向けの
新刊書は多くありません。カリキュラムに関わ
る施設以外の学生向けの施設が、学部教育に重
要な役割を果たしていることは言うまでもあり

セールスポイントの一つですが、公開の仕方、
書物の選択には慎重な配慮がいるのではないで

ません。学生の利用しやすい附属図書館もその
重要な施設の一つです。すべてが図書利用者で
はないにしても、一日平均1830名の学部学生が
附属図書館に入館しています（平成８年度）。
幸いにその年度は、当時の総長井村裕夫先生の
ご配慮により学長特別経費で多くの新刊書を買

京都大学の附属図書館である限りは、京都大
学内へのサービス（情報配信）が不可欠です。
図書館事務部長の高橋柏氏等の努力で学内向け

いましたが、このような貧しい一般図書購入費

ん。電子ジャーナル、ネット対応CD-ROMを
今後どのように維持充実させるかという大きな
問題を残してしまったと思います。

が何年も続けば、附属図書館はその機能の一部
が果たせなくなると心配しました。
在任期間中のことで図書館の年代記に書かれ
るのは「電子図書館」の設置と「図書業務シス

しょうか。知る限りでは、大きな公共図書館で
も大学図書館でも、このような貴重書画像を大
規模に公開をしているところはありません。

の電子ジャーナルも不十分ながら32タイトル、
ネット対応の各種CD-ROMも充実できました。
よく言われるように情報は無料ではありませ

図書館長が兼ねる京都大学百年史編集委員長
の仕事は、服部春彦教授（文学部）を始め多く

テム」の更新でしよう。特に「電子図書館」と
は何かも分からずにその誕生に立ち会うことに
なりました。私は図書館のホームページで蔵書
の検索ができる程度のことが電子図書館の機能
と思っていました。インターネットを使えば、

の方々と百年史編集資料室の西山伸さんの努力
で予定の出版は無事終わりました。校正段階で

自分の机の上で多くの学術雑誌の論文タイトル
が読め、論文検索ができます。それに加えて、
それまで読みたくても入手できなかった書物が
無料で入手できました。図書室とは関係なく必
要な情報が利用できるのですから、これが電子

もしなかった言い訳とします。前館長長尾⁄先

図書館と結びつくとは思いも及びませんでした。
たしかに、電子化情報は誰かが作らなければ
なりません。京都大学の電子図書館では「京大

かげと感謝しています。それにしても素晴らし
い一年間でした。

は京都大学の歴史を丁寧に読みました。今から
思えば楽しい経験でした。館長として勤務した
のは一年間、歴代館長の中で最短記録です。何
生が引かれたレールを走るのがやっとでした。
電子図書館の情報発信・配信に悩みながらも、
脱線しなかった（？）つもりですが、ひとえに
支えて下さった事務部長を始め図書館職員のお
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（まんなみ

みちひこ：元附属図書館長）

臨時増刊号

大学図書館変革期の20年
岩

猿

敏

生

私の京大図書館在職は1956年から76年までの

するマス型大型へと、その性格が大きく変わっ

20年間である。前半の10年間は、戦後の貧しさ

ていくと言われるが、わが国で高等教育への進

から高度経済成長への助走期であり、1956年の

学率が15％をこえたのは1963年であった。大学

経済白書は もはや戦後ではない と宣言した。

紛争の激化した1970年の進学率は24％であっ

しかし、当時言われた神武景気も国民生活のす

た。教育不在と言われた上に、マス型化という

べての分野にまで及んだのではない。私の就任

大学じたいの変化に、大学がうまく対応できな

時の図書館は、予算面でも施設面でも、戦後の

かったことが、当時の大学紛争の原因にあった

貧しさをそのまま引きずっていた。

と思う。

ただ幸いであったのは、図書館活動に熱意を

私の在職した後半の10年間は、1968年に始ま

持つ若い職員と、経験豊かなベテラン職員を擁

る全国的な激しい大学紛争に揺れ動いた時代で

していたことである。このような人材を持って

あった。他大学では図書館も紛争の渦中に巻き

いたことが、1961年に附属図書館創立60周年を

こまれ、学生によって封鎖されることもあった

記念して、わが国最初の単館の大学図書館史の

が、本館の場合、周辺の学部の建物がすべて封

刊行を可能にした。それは、図書館60年の歴史

鎖されていたにもかかわらず、平常通り開館す

を顧みることによって、新しい時代の大学図書

ることができ、いつも学生たちで満席であった。

館の出発点を確認しようとする試みであった。

60年代後半から70年代にかけて、図書館業務

戦後の教育改革全般がアメリカをモデルにし

にコンピュータの導入が試み始められる。それ

たように、大学図書館の改革もアメリカにモデ

は、紙メディア中心から電子メディア中心への

ルを求めた。私は幸いにも、飛躍的な発展をと

図書館の大きな変革期の始まりであった。私の

げつつあったアメリカ各地の代表的な大学図書

在職した20年間は、日本の大学がエリート型か

館を、1959年秋という比較的早い時期に、2ヶ

らマス型へ、さらに情報媒体が紙メディアから

月間にわたって訪ねることができた。しかし、

電子メディアへと、大学図書館にとっては二重

旅行中私は彼我の落差の余りの大きさに、日本

の大きな変革の過程の歳月であった。

の大学図書館の将来について絶望感さえ抱いた

本館の創設された翌年（1900年）の本学の蔵書

が、
大学図書館の向かうべき新しい方向だけは、

数は７万６千冊余。同年東大は26万冊をこえてい

はっきりとつかみとることができた。それは、

た。こうした数字は、当時のアメリカの大学図書

なによりもまず学部学生への図書館サービスの

館のうちハーバード大学には遠く及ばないが、そ

充実であった。

の他の大学とは比肩しうる。開館時間数において

私がアメリカを訪れた年、ミシガン大学の学

は、本館も東大も朝７時から夜９時まで１日14時

部学生用図書館が、ハーバード大学のラモント

間である。当時アメリカの大学図書館でも、まだ

図書館に続いて完成したばかりであった。「書

日中だけ週に10数時間程度しか開館しない図書館

物のための殿堂」としての図書館から、「利用

がかなりあった。今世紀初頭では、いくつかの数

者のための殿堂」へと、大学図書館のあり方の

字の上でみると、彼我の間に大きな落差はなかっ

大きな転換を明確に示すものであった。

た。しかし、その後落差が大きくなっていくのは、

新制大学発足後も、わが国の大学は教育不在

大学の教育・研究の上で、図書館にどれ程の重要

を批判されていた。高等教育への進学率が15%

性が与えられるかによるのではないかと、本館の

をこえる時、大学は少数のエリート学生だけが

歴史を顧みて思わざるをえない。

学ぶエリート型から、多様な学生が大量に進学

（いわさる としお：元附属図書館事務部長 元関西大学教授）
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百周年を迎えるまでの３年間
高
私は1996年４月から99年３月まで３年間、附属図
書館で仕事をした。３年で３人の館長に仕えた。館
長は任期３年である。長尾館長は任期を１年残し97
年４月工学研究科長になった。館長候補者は附属図
書館商議会委員の選挙で選ばれ、総長が評議会の了
承を得て指名する。館長候補者選考には、細々とし
た手順があり、通常４ヶ月かけて行われるが、２月
に正式に長尾館長の工学研究科長の就任が決まって
から手続きに入ったので、１ヶ月足らずで館長候補
を決める必要があり、商議会の日程調整に苦労した。
後任は工学研究科の万波館長で、停年１年前だった
が選ばれた。98年４月就任の菊池館長も３年の任期
を待たず2000年３月停年となる。京大の選挙への考
え方は、その時点での最適任者を選ぶことに徹して
いるなという感想を持った。
毎年新しい館長となっても、全く困らなかった。
識見豊かな３先生に素晴らしいご指導をいただい
た。長尾館長には日曜開館、附属図書館のリニュー
アル、電子図書館、百年史の編集、学生用図書費の
増額、万波館長には国立大学図書館協議会総会の京
都開催、京大創立百周年記念事業、電子図書館及び
業務システムの稼動、百年史の編集、菊池館長には
全学共通科目「情報探索入門」実施、部局図書室と
の連携強化、３階閲覧室の開設、ＡＶホールのマル
チメディア化、百年史の編集と盛り沢山の仕事をや
っていただいた。３先生とも大学とりわけ学生思い
だった。特に学生の学習環境の充実には尽力いただ
いた。任期は別として、3館長とも任務は十二分に
全うしていただいた。
このなかでも電子図書館システム導入は３年間で
職員皆が最も力を傾けたものの一つである。電子図
書館は長尾館長の研究テーマだった。長尾先生は90
年頃から電子図書館研究会を主宰し、学内外の研究
者、図書館員と研究し、パイロット電子図書館シス
テム「アリアドネ」を制作、実験を重ねていた。図
書館は長尾先生の好意でシステム一式を借り、コン
テンツの制作等について実験していた。
96年４月赴任直後、電子図書館に関して学術審議
会の建議が近々出されるので予算化される可能性が
あることを長尾館長に申し上げたところ、ぜひ概算

橋

柏

要求して欲しいとのことだったので、急ぎ若手職員
が集まり情報発信型の京大電子図書館構想をつくっ
た。時々、長尾館長にビールを無心し、館長を囲ん
で電子図書館についてアイデアを出すブレインスト
ーミングを行った。京大電子図書館のキャッチコピ
ー「京都大学エンサイクロペディア」
、
「机の上に京
都大学を」はそんな中での若手職員の合作だった。
５月の商議会で概算要求事項の変更について了承を
得た後、文部省に概算要求書を提出した。幸い、長
尾館長は、総合情報メディアセンター、情報学研究
科の創設のこと等で頻繁に文部省に行っていたの
で、ついでに、担当の学術情報課長にも何度かお話
いただいた。
電子図書館の予算でコンピュータの借料が従来の
３倍になった。業務システムの更新とシステム導入
が同時だったので、一挙に全学の図書館システムが
オープンシステム化され、長尾館長が目標とした
「全学図書館職員に１台のパソコン」が実現した。
業務の標準化をめぐっては理学部から教室自治を侵
すものとの批判もあったが、90名を越える職員がワ
ーキンググループに参加し、研修会も頻繁にやるこ
とができた。附属図書館、部局図書室を問わず皆が
熱心に取組んでくれた。98年１月目録検索システム、
貸出業務はじめ業務が順次動き出した。新しいシス
テムが軌道に乗るまで多少時間がかかるが、その間
殺到する苦情の処理に追われた職員の方々には心か
らお礼を申し上げる。導入作業の真っ只中で「要」
の水野受入掛長、長嶺経理掛長が急逝した。かえす
がえすも残念なことである。
京都大学では、97年４月、総合情報メディアセン
ター、情報学研究科、電子図書館が発足した。従来
からの大型計算機センターとあわせ、最先端の情報
に関する教育、研究組織及び支援基盤ができた。大
学創立百周年、21世紀の直前という時期の象徴的な
出来事だったのではなかろうか。
これからも京大図書館が１日３千人、最大５千人
の利用者の皆さんのみならず、茶目っ気たっぷりで
悪さをする学生諸君からもこよなく愛される京大で
もっとも快適な空間であって欲しいと願っている。
（たかはし かしわ：前附属図書館事務部長 現東京大学附属図書館事務部長）
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附属図書館時代の思い出
古

原

雅

夫

附属図書館書庫掛として法学部図書室から２

移転や点検・駆除に騒動したものである。この

階の閲覧事務室に席を得たのは、昭和33年であ

ことが切掛けになったのではないが、『事務分

る。始めて館内特に新書庫と旧書庫の案内をし

掌規程』に「書庫及び書窓開閉…」とあったよ

て下さった鈴鹿さんには、この時以来特に書誌

うに、
鉄格子の窓外に鉄の開きが何箇所もあり、

学や古文書学のご指導を頂き、今もってその造

以前から晴天の日は通風のため朝夕開閉してい

詣の深さに敬意を払っているのは、私だけのこ

たことも今では懐かしいことである。

とではないと思う。

書庫の２階・３階へは段差の高い階段があ

貴重書庫を案内して頂いて『兵範記』その他

り、一気呵成に登ると息が切れるほどであった

の重要文化財があるのに驚いたが、一方では

が、図書を2・3階へ運び込むために階段近くの

『百万塔陀羅尼』という現存する世界最古の印

床に四角の穴が開けられ、3階の天井から旧式

刷物が所蔵されていることを教えてもらい、現

の滑車で１階まで籠が下げられる。図書を入れ

物を目の当たりにして感激した。特に「陀羅尼」

て「エイヤコラ」と上げるのがこれまた重く額

がいつしか豆本のルーツであると考えるように

に汗をしたものである。当然ながら１階から乗

なって、ささやかながら私の豆本収集を始める

るのは図書のみで、人間は上と下に分かれての

切掛けともなった。何時だったか薬師寺から唐

図書運搬用であり、その時の声が今も聞こえる

招提寺へ歩いた際、とある骨董商で明治期に複

ような気がする。

製されたという「百万塔」１基と「陀羅尼」
（相輪と六度）2巻を購入したのは間も無くであ
った。ちなみに「陀羅尼」は『無垢浄光経

陀

次いで『江戸期京都書肆出版書目録』の作成
を思い立ったことである。法学部図書室ででも
知ってはいたが、新書庫で『慶長以来書賈集覧』

羅尼
幕
羅尼模本』と桐箱に墨書があり、中には唐辛子
撃本

や『元禄太平記』等と出会って、京都が書商ひ

が２コ入っている。

いては出版の発祥地であることを知り、先ずそ

また貴重書庫には帙のない書籍が多くあると

の出版状況を把握すること。それがいずれは庶

のことで、正式の帙ができるまで簡易帙の作成

民の読書傾向を知ることにつながるのではない

を西谷さんに教えてもらい、テープ状の材料等

かと考えて、個々の刊本をカード化しようと始

を購入。作成の上、背文字を下手な毛筆で書い

めたことである。折々にまた学内外で出版され

たことも懐かしい。

た図書目録を借りて帰り、家での作業がほとん

「旧書庫へ行きましょう」と鍵を持たれた。

どであったが、カード目録の配列は屋号を主類

南京錠？を開けて鍵を差し込んだままにして金

とし、名前を主綱、更に要目を年代順にして約

具に掛けて中へ入る。その仕草が余りにもスム

15,000枚のものができた。これらは最近まで目

ーズなのに思わず笑ったが、その後は私もそれ

的を達することなくわが家の押し入れで眠って

に習ったものである。１階には中扉（防火用）

いたが、この度落ち着く先を得て心から喜んで

があり、頑丈な鉄の引戸で重く、それを開ける

いる次第である。
おわりに書庫は多くの図書館職員が汗した、

時には両手に片足を梃子の応用にして開けられ
たのが、これまた可笑しく思い出される。そし

奮闘の歴史的集約の跡である。そしてそれは活

てこの扉は必ず閉めることと付け加えられた。

用の一つの源でありまた兵どもが夢の跡でもあ

旧書庫の3階には「蔵経書院文庫・日蔵既刊

るとしみじみ思うのである。
図書館の思い出は多くの人が持っており、ま

本、同未刊本」があることを教えてもらったが、
のちにこれらに紙魚を発見し、夏の暑い時期に

たその人達は図書館外史とでも言うべきものも
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持っていて、それらは枚挙にいとまがない。い

記念のこの時期に、『静脩』の臨時増刊号が出

ずれにしても、ある時代を歩みそれを語れる人

されることを心から祝福して終わりとしたい。

は少なくなってゆく。附属図書館創立100周年

（ふるはら

まさお：元教養部図書館整理掛長
元武庫川女子大学附属図書館図書課長）

昭和20年代の図書館
河
１． 古典籍の整理

本

芳

子

に貴重書が的屋勝さん（注2）によって整理され

本館の古典籍は概ね公家の歴代伝襲の蔵書

た。その目録カードを見ると綿密、整然と記さ

や、個人の収書、所謂特殊文庫の中に含まれて

れているのに感服する。たとえば一行○○字、

いる。これらの文庫の内容や価値は『京都大学

○○行の如く、我が国古版本を類別するのに必

附属図書館六十年史』に詳述されている。私が

要な字数、行数が克明に記されている。

多少なりとも整理に関与した清家文庫は前者
で、谷村文庫は後者である。

宋版は整っていて美しいと言われているが、
それだけでは具体的にはわからない。一見に如

清家本は殆どが写本である。写本は書写年や

かず、見てはじめて会得できる。

筆者、それも自筆か他筆かの判断が難しい。奥

漢籍を整理する際には、序文を読んで理解す

書や料紙その他から決め手が得られなければ推

ることも大切なので、漢文が読めなくてはなら

定か不明となってしまう。清家本の貴重書を整

ない。そこで人文研の鈴木隆一さん（注3）や文

理中、突然、伊藤祐昭さん （注１） が「清原宣

学部の竺沙雅章先生にご指導を仰いだ事もあっ

賢の字は判った。クキクキッとした字だ」と言

た。

われた。クキクキッと言われてもどんな字か判

古典籍の整理には書誌学の知識が必要である

らない。見るとなるほどそれしか言いようのな

ことは勿論であるが、写本、版本を問わず古書

いピッタリの表現であった。いくつかの宣賢筆

に数多く接して実物を見る経験を積むことが大

と思われる本を比較して得られた直感である。

切である。

他の条件と矛盾しなければ直感も判断の一助と

２．和漢書目録規則

なる。また署名があってもそれは筆者でなく、

京大図書館では、法・経・文の三学部の図書

その本の所持者を示すものだったこともある。

は、本館の受入図書原簿には登録するが、本館

書写年が干支のみで書かれている場合は、年

へ本を運ばずに学部図書室で整理し、作成した

表を見てその干支に該当する年を求めねばなら

目録カードのみが本館へ送付されていた。これ

ない。奥書も元となった前の写本のものがその

に対して他の部局図書は本館へ運ばれ本館で目

まま転写される場合もあり要注意である。

録カード作成後に部局へ返還された。本館で作

古写本の整理は難行苦行であるが、時には副
産物もある。清家本には清原家の家学を宮中で

成したカードはすべて法・経・文のカードと共
に、本館内の全学総合目録に繰込まれる。

御進講した際の原稿本があるが、その注釈の部

情報社会の進展に伴い出版物が多量となり、

分は口語で、仮名は片仮名が用いられている。

大学でも図書が急増した。これを従来の人員で

これによって、当時室町期の口語や片仮名の字
体（例えば ー
、は現在のマ）などが分かって興

処理するのは容易でなく、整理の遅延を余儀な

味を引くこともあった。

る。二、三の部局図書室から本の利用を早くす

くされ、最終的には本の利用が遅れることにな

清家文庫の貴重書が写本であるのに対し、谷

るため、法・経・文同様に図書整理を行いたい

村文庫の貴重書は古版本である。谷村文庫は先

との希望が出された。本館で検討の後、中央図
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臨時増刊号

書室のある部局に限り、要請があれば認めるこ

して協議した結果、相互に同意し、承認して出

とになった。さて実施してみると送られてくる

来上がったのが、『京都大学和漢書目録規則』

目録カードは、記入様式・記述が多様化して本

（昭和48年２月）である。

館の総合目録に繰込難くミスファイルのもとに

創立以来、先人の識見と努力によって築き上

もなりかねない。引いてはカード検索も容易で

げられた本館の総合目録を維持することを誰も

なくなる。総合目録の整合性を保つためにはカ

が願ったのである。

ード記入の統一が先決である。それには従来本

注１. 伊藤祐昭 のち附属図書館整理課長
注２. 的屋 勝 元滋賀県立図書館長のちに金襴女子大学教授
注３. 鈴木隆一 元人文科学研究所図書掛長

館で伝承されている目録規則を成文化して、こ
れを予め部局に提示し協力を求める必要があ

（こうもと よしこ：元附属図書館整理課和漢書目録掛長）

る。部局図書室と本館の目録担当者が一堂に会

『国立大学図書館員に期待する ―公立図書館員の立場から―』再考
武

内

隆

恭

1988年度の全国図書館大会（宮崎）の大学部

は学術情報システムの開発と全国ネットワーク

会で、上記のテーマで「国立大学図書館の一般

への転換のための電算化、酸性紙と大学図書館

住民へのサービスの公開」について発表した。

の公開の問題を概観し、さらに「現物貸借」の

『図書館雑誌』に「大学図書館の公開に思う」

制度の確立と館種を越えた相互協力（現物貸借

シリーズに上記のテーマで書いたのがきっかけ

を含む）の必要性」も強調し、「この協力関係

である。

が全ての図書館に拡げて行く努力が必要であ

毎日新聞（1985．１．14）を手始めに一般市

る」ことも加えている。地域別の図書館相互協

民から大学図書館の開放とその閉鎖性について

力の一例として、『大学図書館研究』（No.42、

の疑問がだされ、文部省学術情報課の回答（朝

1993．９）「館種を越えた図書館協力―福島県

日新聞1985．６．９）は「可能な限りお手伝い

内大学図書館相互利用制度―」
で実践例がある。

ができると思います。」と述べている。国立大

「図書館相互利用制度」に対して、新しく「図

学図書館協議会の「大学図書館の公開に関する

書館ネットワーク」の言葉が使い出された。そ

調査研究班報告（『大学図書館研究』No.29、

れには、倉橋氏も指摘しているように学術情報

1986．12）では、「社会的状況の急速な変化、

センターを中心に、全国に結ばれたネットワー

進展の中で…一般社会からの要求に対して消極

ク網による書誌情報の蓄積がある。一方、公立

的姿勢をとり続ける事はできない」と認識し、

図書館での1980年代から急速な業務の電算化が

「一般市民等利用内規」の具体案まで示してい

進んだ事も、相互協力への推進につながったと

る。愛媛大学の公開の事例（『大学図書館研究』

言えよう。柴田正美氏は「地域図書館ネットワ

No.27、1985．12）があり、京都大学附属図書

ークと大学図書館」
（『大学図書館研究』No.46、

館では、「学外利用者内規」（1987．３）が定め

1995．４）で「図書館ネットワーク」は「コン

られ、公立図書館を通じ一般市民が公的に借り

ピュータと通信手段を用いた新しい図書館協

られる条件が整っていたことも紹介した。

力」と位置付け、１．利用者が求める資料・情

さて、それから10年、どう変化、発展したの

報の存在の把握、２．所蔵図書館を把握する態

か。倉橋英逸氏（『大学図書館研究』No.40、

勢、３．要求された資料・情報を迅速に利用者

1992．９）は、1970年代は、司書職制度、業務

の手元に届ける物流ルートの整備、を挙げてい

の機械化、学術雑誌の収集と整備、1980年代に

る。１と２は各図書館の連携が大事であり、３
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の物流ルートは、各図書館の考え方によるが、

な蔵書の公開である、として、基本的に柴田氏

滋賀県では、資料提供の本質的機能から、図書

と同じ見解を述べている。

館の責任として当然、費用の負担は図書館と考

大学図書館の地域住民への公開は国公立、私

えられていた。柴田氏は、「地域図書館ネット

立を含めて拡大していることは事実である。私

ワークに大学図書館が参加することは、大学の

立大学図書館の公開は早くから行われている

「地域開放」を意味し、大学のもっている多く

が、数年前から登録料（3000円程度）を取って

の資源を利用した「地域貢献」と言うことがで

公開する方向があり疑問がないわけではない。

きるであろう。」とまで強調している。私が、

私の望みはあくまで現物貸借で、地域住民の利

３年前に広島、岡山、山口、福岡、大分、熊本

用者本人が大学の窓口まで行かなくとも、公立

について直接にたずねたが進展していなかっ

図書館を通じて手許に届くシステムの確立と、

た。1996年10月に『大学図書館研究』が「第50

それを公的に認める規定の整備をさらに望みた

号記念特集号」を組み、この中の「各論５．利

い。電子図書館だけに目を奪われるのでなく、

用者サービス」で、吉田憲一氏が大学図書館の

地味な道であるが地域住民への公開のためにも

公開のこれまでの経緯を述べ、１．公共図書館

目をむけて頂きたい。

などとのネットワーク作りへの参加と、２．イ

（たけうち

ンターネットを通じた大学図書館のもつ特徴的

りゅうきょう：元教養部図書館整理掛長
前京都橘女子大学教授）

揺籃期の参考掛員として
大

澤

紀

子

昭和36年４月、附属図書館は部課制の実施に

究者からで、国内外の文献所在調査とそれの入

伴い、従来の運用保管部参考掛が閲覧課参考掛

手、及びその方法であった。しかし、単なる所

と改められ、本来の参考業務に専念し得る体制

在調査といっても、当時は全国書誌も不十分で、

が整えられた。掛員2名（尾崎富美枝さんと私）

そう簡単にはすすまなかった。ある時、国書総

は、従来は外国雑誌の受付、国際交換、文献複

目録に京大蔵と記載され、京大以外にはない唯

写の受付等を主な仕事とする中で、レファレン

一の図書、どう探してもみつからずその形跡も

スワークを行っていたのが実状であった。

見当たらない。何故京大と記載され、何故今は

先ずは参考図書の整備が急務であった。各目

無くなっているのか、それだけでも調べ、回答

録掛長の援助を得ながら、庫内に眠っていた参

しようと追求して行くうちにその経過をほぼ辿

考図書類を発掘して開架し、充実に勤めた。昭

ることが出来、現在は岡山大学に所蔵すること

和42年、参考図書室の拡充に伴い、より組織的

をつき止めた。また、カード目録上は欠本とさ

に整備することが出来た。

れている図書を庫内を探索し、要望していた利

当初の手探り状態のレファレンスサービスか

用者の手元に届けることが出来た。両者ともそ

らはじまり日常寄せられる質問に真摯に取り組

の喜びは大きく、これが無ければ研究に支障を

み、何とか利用者の要求を満たしたいと努力す

来すところであったと大変感謝された。同時に

る中で、レファレンスサービスに対する認識、

我々も大いに報われ、達成感を味わうことが出

資料知識、探す手段も暫時身について行った。

来たのである。

長沢雅男著『参考調査資料解説』
（昭和42年刊、
10-25-サ5）等は有難い指針となった。

現在、所蔵調査手段には格段の進歩があり、
今述べたようなケースは、手作りのレファレン

当時のレファレンスサービスの主なものは研

スサービス時代の事かも知れない。引用文献等
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臨時増刊号

から、
嘗ては京大に所蔵していたという事実も、

専門の教官方の御指導を仰いだり、部局図書室

今はその痕跡を辿る事は難しくなっているであ

にも御協力を御願いすることも多かった。

ろう。またその必要はないことかも知れない。

参考掛に直接かかわることではないが、利用

学生からの質問は、レファレンスサービス一

者である教官の方々との交流から、館員側から

般に通じるものであったが、その特徴とする所

お願いしたり、時には教官から、館員の資質向

に、時の政治、社会情勢を反映した質問が寄せ

上のためにと講師のお申出をいただき勉学する

られるので、我々は手廻しよく、これに対応す

機会に恵まれた。

る速報的資料を用意するように心掛けた。質問

野間光辰先生に『たまかつま』他。藤本幸夫

の仕方の下手な学生の要求点を適格に捉え、ア

先生に『朝鮮語』、竺沙雅章先生に『書林清話』、

ップ・ツウ・デートに対応するため、参考掛員

人文研図書室の鈴木隆一氏に『古文真宝』等講

として、時の情勢に敏感でいなくてはならなか

義して頂いた。その他にもロシア語、館員同志

った。なお、日本図書館研究会、大学図書館研

の学習（ドイツ語、宮内庁書陵部蔵の源氏物語

究会をはじめ、様々の研究会への参加、特に政

等）も行っていた。いずれも時間外、有志の集

治、社会の現状の要点を把握するに際して、労

まりではあったが、参考の仕事に大いに役立っ

働組合に参加する図書館員であったことも役立

た。参考掛として、学内外各層の利用者に対応

った。

した経験は、後に目録掛に移り、目録を作成す

参考掛としてはもう一つ大きい仕事を抱えて

る際に、この情報は利用者にとって必要かどう

いた。春秋に附属図書館として催す展覧会の準

かという観点が働き、目録記述に反映する姿勢

備であった。企画、資料の選択、解説、ディス

が培われた。

プレイ等々。企画については、参考掛だけでな

長い図書館勤務の中で、特にレファレンスサ

く、課長、和・洋の目録掛長、中でも庫内の図

ービスに従事した事により、資料に対する興味

書に精通しておられた鈴鹿蔵書庫掛長は無くて

を深め、また直接利用者に対応する中で図書館

はならない存在であった。当時の有本課長は国

員としての自覚と喜びを飛躍的に高める事が出

立博物館に在職しておられた方なので、資料に

来たのは有難いことであった。レファレンスワ

対する知識だけでなく、書籍・巻物・軸物・刀

ークの仕事は常に図書館員である自分にとって

剣などの取り扱いを紐の結び方にいたるまで具

勉強であった。一言付け加えるなら、それは苦

体的に御教示頂けた事は、殊の外有難かった。

痛でなく、推理小説の謎を解く時の喜びに似て

当時は書誌、蔵書に詳しい館員の方がおられた

楽しくもあった。

ので、大半の展覧会は図書館員自身で企画、開

（おおさわ

のりこ：元教養部図書館参考調査掛長）

催することが出来た。勿論、企画内容により、

オザフィックスという
青写真による複写
（昭和35年頃）

昭和35年頃の文献複写室
受付カウンター
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静脩

附属図書館創立100周年

書庫の明け暮れ
中
今年、附属図書館が閲覧業務開始100周年を
迎えるに当り、『静脩』臨時増刊号の原稿を依
頼されました。提示されたテーマは私にとって
実に的を射たもので大変恐縮しております。
私は昭和27年５月に附属図書館受入掛に就職
しました。其後、文学部、教育学部、附属図書
館、経済研究所と平成７年３月に文学部を定年
退職するまで43年間、図書職員として勤務させ
て頂きました。今回のテーマ「書庫の明け暮れ」
という言葉をきくと、私は何とも云えぬうら淋
しさと、くたびれたものを感じるのです。この
事は、私が京大に初めて就職し、勤務した附属
図書館での３年間の「貴重な経験」が心に残っ
ていたからだと思います。当時私の附属図書館
受入掛での主な仕事は、図書の受入と、受入し
た部局図書の内本部構内以外の農学部、東洋学
文献センター、教養部等の図書を配達すること
でした。その作業は月１〜２回で、運搬用のト
ラックを本部事務局から運転手と共に受入掛に
回してもらい、両端に荒縄のようなひものつい
た木箱や、パイル製の箱に毎回20箱余り図書を
詰め、それを荷台に積み上げ、先輩や用務員さ
んと荷台に乗り込んで配達しました。この作業
は事務局の都合もあって、小雨でも決行される
ことがありました。車の運転手は、当時定年制
もなく、今から思うと70才に近い白髪まじりで
丸刈頭の小柄な方でしたが、小雨模様の日の配
達の時などは、年のわりに荒っぽい運転をされ、
荷台に乗っている私達はしゃがみ込んで車体に
しがみつくという恐怖を感じたこともありまし
た。この様な仕事の他に、私にはもう一つの任
務がありました。それは毎朝出勤する、一番先
に旧書庫の入口の扉と庫内の窓を開け、夕方５
時前になると、開けた窓と入口の戸締りをする
ことでした。この書庫は附属図書館の北側
200mほど離れたところにあり、今の総合博物
館の敷地内にありました。この建物は大正時代
に建てられたもので、間口は約７〜８m、奥行
きは南北に60〜70mの長方形の建物でした。屋
根は瓦ぶきで二棟が渡り廊下でつながっていま
した。入口は南側の１棟と北側の２棟に一つづ

村

久

藏

つあり、通常は南側の入口を使用しました。書
庫内の壁はレンガを積み、それを漆喰で塗り固
めた部厚い壁でした。１棟めの書庫は内部が２
室に分れ、仕切りはコンクリートの敷石にレー
ルがあり、
重量のある鉄の引戸で開閉しました。
窓は各室共西側と東側合わせて８ケで、三重式
となっていて、一番外側が鉄扉で次に鉄格子が
あり、最後の内側に上下に開閉する木枠のつい
たガラ戸が取り付けてありました。庫内の照明
は中央通路の高い天井に、１m程の間隔で円形
のガラス笠をつけた丸電球でした。書架は木製
で背丈程の高さのものを二重に積み上げた設計
で、重ねた部分と下の書架の基部は金具で床に
固定されていました。庫内は窓を開けていても
いつも湿気と埃りを含んだ匂いがしていまし
た。特に２棟目の庫内は、貴重書や骨董品等が
多数所蔵されていたので、樟脳など、防虫剤の
強烈な匂いが充満していて、30分もいると目が
ちかちかして、頭痛がしました。
受入掛３年目に２階の閲覧掛に配置換とな
り、その後１年間閲覧業務に従事しました。閲
覧掛員になって、朝夕の旧書庫の戸締まりの任
務は用務員さんに引き継がれることになりまし
たが、閲覧掛での旧書庫の図書の利用が意外と
多く、書庫が離れているので、その貸出利用は
午前２回と午後２回とに制限されていました。
しかし本館から200mも離れた旧書庫からの図
書の出し入れは大変でした。その当時はリフト
やエレベータもなく、特に雨降りの時期は明治
や大正時代の製本された新聞の利用があると、
リヤカーにシートをかぶせ、傘をさして運ばね
ばならず、限られた利用者には庫内で利用させ
ることもありましたが、書庫内の図書の管理面
もあり、通常の利用にはやはり本館の２階の閲
覧室で利用させることになりました。閲覧掛員
になって、朝夕の旧書庫の戸締まりの任務は解
放されましたが、其後１年間旧書庫の明け暮れ
で過ごすことになりました。今ではほんとうに
懐かしい思い出となっています。
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（なかむら

きゅうぞう：元文学部閲覧掛長）

臨時増刊号

職員の研究活動
柴
私が京都大学へ就職したのは1962年です。農
学部へ２年、附属図書館の洋書目録へ16年、法

田

正

子

式で行われました。ここで取り上げたテーマは
下記の通りです。

学部へ18年間在職しました。附属図書館にいた

以上のように、テーマは図書館学全般にわた

当時（1965年頃）は、大学紛争などで騒がしく、

るものであると同時に、報告者も全学部に及ぶ

個人的にも、結婚、出産、育児と忙しくむなし

ものでした。内容もかなりアカデミックなもの

い日々が何年か続きました。1975年頃からやっ

から、実務に即役立つものまで、資料も大部の

と落着きを取り戻し、５〜6人のグループで土

ものもありました。参加者も毎回京大全図書館

曜日の昼から２時間ほど目録の勉強会を始めま

員数の15％が出席し、盛況の内に終わりました

した。これは、丸山

昭二郎著『目録法と書誌

が、報告者、参加者ともに図書館員にとって自

情報』をテキストとした目録に関する基本的な

己研修･共同研修が十分出来、自らの仕事を再

学習でした。この時、「目録原則国際会議」の

検討するきっかけになったと思います。この影

覚書（パリ原則）を原文で読んだことがありま

響で全国大学図書館職員の研究組織である大学

す。皆と一条一条議論しながら読んでいく楽し

図書館問題研究会では「大図研学校」が数年続

さは今でも思い出に残っています。一方、職場

き、京大の中にも、［MARC学習会］、「参考図

では、目録の機械化や、英米目録規則の改訂な

書研究グループ」、｢理工学文献研究会｣など、

どが話題となり、その為のマニュアル作りと学

数々の研究グループが誕生し活動してきまし

習を目録掛としてやってきましたが、全体的に

た。この1980年代はまさに図書館員の自主研修

は、館員の研修は貧弱で不満とあきらめムード

の花盛りであり、私にとっても思い出深い十年

は続いていました。

間となりました。1990年代には官製の研修会が

1980年代に入り、京大職員組合は「職場と仕

開かれるようになり、参加する機会も増えてき

事の見つめ直し」「働きがいのある職場作り」

ましたが、
まだまだ十分なものとは言えません。

という基本方針をうち出しました。これをうけ

私は、図書館員の研究活動は自主研修が基本

て図書館部会では「図書館学校」を開催するこ

であるべきだと思います。図書館員一人一人が

とになりました。毎月1回、昼休み、日常業務

問題をもって集団で解決していく姿勢が大切で

をやっている図書館員が講師となり、①現場で

はないでしょうか？

の問題点、②参考にした文献の調査方法および

分の仕事に対する意欲が向上し、集団としてレ

紹介、③見出した解決法と結果、という基本線

ベルアップしていくと思います。

に基づいて資料を作成し、報告するといった形
回次
第1回

（しばた

こうすることによって自

まさこ：元法学部図書室整理掛）

テーマ
分類（図書館学）の展開を巡って

報告者（部局）
片山（附図）

参加者数
28名

第2回

図書の収集と選択法に関して

堤（経）

40名

第3回

―選択の方法と実態―
利用案内―法学部図書室の経験から―

伊藤（法）

45名

第4回
第5回

二次資料について―その解題と使い方―
学術雑誌の管理･運用について

船越（経）柴田（法）白神（工）
林（工）

56名
33名

第6回

医薬学関係図書解題

篠原（医）

36名

第7回

―二次資料シリーズ・パート２―
Citation Indexについて―SCIの構成―

柴田（法）

46名

第8回

資料提供サービスについて

水野（医）

29名
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静脩

附属図書館創立100周年

新館建設について思うこと
松

田

榮

博

新しい図書館の建設に携った一人として、本

を建てることにすれば資格面積が少なくなるこ

部キャンパスの建築群の中にあって、ひときわ

と、大学の発展のために、情報化時代にふさわ

堂々たる風格の図書館を見るにつけ、さまざま

しい豊かな機能をもった図書館をつくることが

な思いが甦る。

必要であることなどを話合い、ご理解いただく

この図書館建設について特筆すべきことは実

ところとなった。管理的立場にある者の説明責

に多い。そのうちの一つは、林館長時代の運営

任（accountability） の大切さを痛感するとと

改善に関する委員会、施設・サービス委員会に

もに、このことにより、全館挙げて図書館建設

おける「新営計画」の策定過程において、また、

並びに移転期間中の業務を恙なく遂行していく

同計画に基づく具体的な実施計画を検討するに

には、新館建設について透明度のある枠組みや

あたって、多くの館員が参画し、ライブラリア

方向性を示すことが重要であると考えた。将来

ンとしての知恵や意見が大きく反映されている

の図書館活動に備え、利用者にとっては勿論の

ことである。

こと、館員にとってもすばらしい図書館をつく

限られた敷地の中で、与えられた資格面積を

ることへの共通の理解と認識あるいは暗黙の了

有効に活かし、しかも、今後の図書館活動のあ

解があってこそ、全館員が汗して取組むことが

り方・すすめ方等を勘案して具体的にどのよう

できたのではないかと思っている。

なものにするか、「新営計画」の策定には長期

今にして思えば、学内各所への事務室・閲覧

間を要している。私は図書館の全面建替えが認

室・蔵書50万冊の移転は実に大変な作業であっ

められ、図書館商議会が「新営計画」を確定し

た。移転先での業務の遂行は不便であり困難を

た直後の昭和56年４月に附属図書館にお世話に

きわめたし、利用者各位には多大のご迷惑をお

なり、建築計画の検討に参加したが、図書館業

かけした。旧館取り壊しにつぐ新館建設の着工

務との関係、構造上・技術上の問題、建築費と

から竣工・館内設備の整備に至るまでの間、さ

のかかわりなどを含め、全体の問題を調整して

まざまな問題への対応に明け暮れたが、やり甲

「一つの図書館」にまとめることには、たいへ

斐のある日々でもあった。かくして建物面積が

ん難しいものがあることを知った。館内の意見

約３倍に増大し、内容を一新した新館への再移

の聞き役であり、施設部との打ち合わせに当っ

転、１日も早くと思う心ばかりがはやり過酷な

た私にとっては、ご専門の立場で種々ご検討を

労働となったが、屋上からみた四周の景観は、

いただき適切なアドバイスをいただいた施設部

これまでの疲れを癒してくれるすばらしいパノ

の方々のご好意が忘れられない。その後施設部

ラマであった。昭和58年10月29日の竣工披露、

によって「建築計画」が確定され、富家建築事

そして昭和59年３月21日の開館記念式の挙行と

務所により仕上げられた詳細設計をもとに戸田

事は運んだ。すべてが日常業務をこなしながら

建設株式会社が昭和56年12月に着工、昭和58年

の大仕事であった。

10月20日待望の図書館が完工したが、当時の館

ここで建設事業にかかる経費面に言及しておき

員の叡智が随所に込められた「名建築」である

たい。二度にわたる「移転費」の確保には若干の

と私はひそかに思っている。

工夫が必要であった。
「建物新営特別設備費」に

なお、当初「現地建替え反対」の動きが館内

ついては、
「世界各国の方々に見ていただくこと

外にあった。建替え期間中のサービスの低下は

になるので立派なものにしてほしい」と、ほぼ要

許されないとのご主張は貴重であるが、一方、

求どおりの予算を認めていただいた。経理部の

現存する図書館を残し、別の地に新しい図書館

方々の図書館づくりへの思いに熱いものを感じ、
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閲覧机の一つを選ぶのにも心を砕き、館員の意見

改めて語りたいことがある。

を取り入れながら館内外の整備に努めた。

昭和59年４月９日、新しい図書館システム、

次に「図書館運営費」の確保は、新しい図書館

サービス体制の下で図書館は全面開館し、多数

の命運にかかわる重大事であった。建物規模の拡

の入館者で活気みなぎる日々が始まった。「京

大と設備の充実、さらに図書館の果たすべき諸機

大の館員の目が輝いている」とは、当時の東京

能の整備充実に伴い、従来にない図書館活動が展

大学図書館長裏田先生から頂戴したお褒めの言

開されるので、それに見合った多額の運営費を必

葉である。

要とすることは必定である。高村館長ご就任直後

その後も図書館業務の電算化など、西原館長

の昭和57年４月からこの問題に取組み、昭和58年

の下で図書館機能の充実を目指す館全体の取組

４月開催の京都大学評議会が昭和58年度の歳出予

みが続き、新しい図書館の形が整えられた。林

算配分方針を決定するに際し、新図書館の運営費

先生・高村先生・西原先生三代の館長の下で全

の増額分に対し、全学的見地に立った予算措置を

館員が奮闘した図書館づくりは、大学の将来を

講じていただくことが決定され、新館が竣工する

見越した歴史的な大事業であった。

昭和58年度以降の図書館に対する予算配分の基本

（まつだ

よしひろ：元附属図書館総務課長
現財団法人京都大学後援会事務局長）

方針が確定した。これらのことについては、稿を

新館建築の思い出
金
「京都大学の長い間の夢の一つが、美しい装

井

孝

い張った私に、「慶びを同じうするのだから」

いと豊かな機能をそなえた図書館として、いよ

これでいいのだと応えられた先生のお顔が、今

いよ開館の運びとなりました。まことにご同慶

も目に浮かんでいる。起草者の文章を大切にす

にたえません。読みたい本がほしいと思う時に

る心配りと、全員でこの慶びを共有したいとの

手に入り、希望の文献が手際よく検索でき、書

お気持ちが如実に窺われる温容であった。
少し笑みをたたえて、ゆっくりと、昨夜最後

庫内で自由に拾い読みして思わぬ本や文章と出
会い、妨げのない環境で読書と思索にふけり、

の仕上げをした文章と一言一句違わず、句読点

また分野を越えた学問の交流の場が提供される、

までが見えるようにご挨拶が進み、関係者の名

大学人のこんな夢を満たせる図書館でありたい

を列挙し謝意を述べられる先生の手に、草稿は

との希いが、新しい図書館には籠められており

無かった。様々な数値や固有名詞を含む、長い

ます。
」昭和59年３月21日、新図書館の開館記念

文章を完全に記憶されるため、昨夜は睡眠時間

式における高村仁一先生の式辞はこう始まって

を削られたに相違なかった。すべてを脳裏にお

いる。式辞の草稿は、松田栄博総務課長が熱き

さめて式に臨むという、先生一流の誠意の表現

想いをこめて作成した。関係者一同がこの図書

である。図書館の新営に関った全ての人々、式

館に託した理念や施策にはじまり、新館建設に

辞中には言及されていない「身内」である職員

いたる経緯、建物の規模、特色を述べ、各方面

や、炎天下に汗したアルバイトの学生一人一人

に対し謝意を表明する、かなりな長文である。

を含む全員に対する感謝の表現でもあった。息

前日も遅くまで、館長お得意の「夜道に日は
暮れず」という科白が聞ける迄、文案を巡って

をつめて、自分たちの夢が、肉声となって、語
られるのを聞いた。涙滂沱であった。

鳩首凝議が続いた。「ご同慶にたえない」は第

15年たった今、改めて読み返して見ると、こ

三者の言葉で、当事者が言うのはおかしいと言

の式辞には新しい図書館が目指したすべての事
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柄や、これに携わった人々の熱気が凝縮されて

した職員が、日常業務では隠されていた能力を

いることがわかる。
新館建設に関ったものには、

発揮し、緻密さが要求される事には緻密に、素

一読あの日々が甦る美しい文章である。

早く対応すべき事には素早く対応する様を目の

京都大学附属図書館の新営は旧館の取り壊

当りにする、驚きと感動の日々であった。学内

し、現地建替えと言う厳しい条件のもとに行わ

の所々・方々に分散・移転した図書を、日に２

れた。旧館を残したままでは、資格面積から旧

回集配する職員が、雨の日、我が身は濡らして

館分を差し引いた、比較的小規模な新館しか建

も本は濡らさぬようしっかりと抱え、傘を傾け

設出来ないことから、将来を見通し、あえて選

て歩いていた姿にこの日々が象徴されている。

択した厳しい道であった。建物の取り壊しから

昭和59年３月、卒業式当日、一度も新図書館

新館の完成迄のほぼ３年にわたる期間、利用者

を使うことなく、仮の閲覧室で不自由な思いを

の不便を最小に止めることを至上命令として、

させた卒業生に、お詫びの意をこめ、新図書館

約50万冊の蔵書の殆ど全てを利用可能な状態で

を開放した。御両親共々館内を回り、思い思い

学内各所に仮移転すること、開架図書室は改装

に記念撮影をする人々の中に、退館する際「こ

した法経第一教室に移し、一週間以内に再開す

んな図書館が出来るのだったら、留年すればよ

ること等々が求められた。この無理難題とも見

かった」ともらした卒業生があった。新図書館

えた課題も全職員の「火事場の超能力？」と、

に対する最高の賛辞であった。

学内各部局のバック・アップによって、無事乗

（かない

たかし：元附属図書館閲覧課長
現流通経済大学図書館図書課長）

り越える事が出来た。次々に困難な場面に遭遇

新館建築中の閲覧業務
井
附属図書館閲覧業務100周年を迎えられ、お
めでとうございます。

狩

らく子

計画・準備が必要でした。古き良き時代の机と
椅子は残念乍ら撤去され、決してすわり心持が

昭和55（1980）年７月附属図書館新営の概算

良いとは云えない机・椅子が設置されました。

要求が提出され、10月予算内示、翌年正式決定

開館してみると、９時前から学生は待っていて

という大転換期の昭和55年５月、私は閲覧課閲

くれ、お互いに不自由を忍んでの利用だったと

覧貸付掛長を命ぜられました。以来、新営図書

思いますが、日常的に満席でした。

館業務の機械化等様々な経験をさせていただき
ました事に改めて感慨を深くしております。

利用対象の資料として、本館書庫の約27万冊
の図書・雑誌の移動が当掛の担当でした。過去

程なく、職員の新営と、仮移転のワーキング

の利用統計から、利用率の高いものは法経新館

グループが発足し、私は後者に属し、昭和56年

地下書庫へ、
漢籍関係は東洋学文献センターへ、

８月１日から９月にかけて、その後の114日間の

利用率の低い資料は旧書庫等へと配架する為の

仮移転作業実施の為の計画・準備が始まりまし

結束準備、出口と配架先の棚番張り、配架後の

た。

点検等、猛暑の中連日行われました。ほぼ過不

閲覧貸付掛の最大の課題は、閲覧室と、利用
可能な資料の移動計画等でした。

足なく配架は完了しました。

利用可能な書庫

内図書の利用は、１日２回対応していました。

開架閲覧室は法経第一教室に決定しました。

雨の日も、風の日も、冬の雪降る日もリヤカー

閲覧席200席、開架図書約２万８千冊（参考図

にボテを積んでの作業でした。特に製本雑誌の

書８千冊：参考掛）の書架設置、その他の移動

利用が多い時、担当者は大変でした。経済学部
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閲覧掛の皆さんには、電話の取り継ぎ、図書館

用されました。図書にタトルテープを装備し、

職員の出入り等色々御協力いただきました。東

一方全学生・全院生（約２万名分）の利用者証

洋学文献センターに配架した図書の利用はセン

を作成しました。作成に当っては、学術情報掛

ターの方に直接対応していただく事が出来まし

が担当して下さいましたが、図書IDの貼り付け

たので、利用者共々大助かりでした。

や利用証の点検等は当掛で行わねばなりません。

昭和56（1981）年12月図書館新営の入札が終

こうして、昭和59（1984）年４月開館の運び

了し、翌年１月解体が始まると、新営図書館の

となりました。全学学生の利用者証の発行にも

為の計画・準備が本格化しました。閲覧貸付掛

並々ならぬ神経を使わねばなりませんでした。

では新図書館の閲覧スペースに図書８万冊、座

入館機も開館当初は色々問題が起り、担当者は

席800席の備品の計画、サービス集中化に伴う

その都度走らねばなりませんでした。新営開館

カウンターと、カウンター周辺の設計、ラウン

第一日目も夢の様に過ぎました。

ジ等の備品の計画 etc. 特にカウンターについ

昭和60（1985）年私は和漢書目録掛へ配置換

ては、ワーキンググループ、施設部との間で、

になりました。全国目録情報のネットワーク化

機能性をとるか、見た目をとるかで激しいやり

が開始されたところでしたので、ここでも目録

とりがあり、現在の姿になっています。

の電算化について勉強が必要でした。

新営の基本構想の重点課題であった機械化へ

思えば、これらの事はもう15〜20年も前の事

の準備も急がねばなりませんでした。貸出・返

になりました。もっと大変で、大切だった事も

却を機械化する為、図書にID番号を貼り、対応

抜けているでしょう。当時共に仕事をした図書

する図書の書誌情報を入力しなければなりませ

館員の皆様はじめ、御協力いただいた部局の皆

ん。開架予定図書５万冊の図書カードをコピー

様に改めて、心より御礼申し上げます。そして

し、それに掛員全員毎日超勤によって必要事項

この機会を与えて下さった事に感謝いたしてお

を記入しました。これを基に書誌情報の調整を

ります。図書館のますますの御発展を祈念申し

行なう為、和・洋の目録掛と何度も何度も打合

上げます。

せを行ないました。更に、全面開放に近いサー

（いかり

らくこ：元附属図書館総務課専門員）

ビスを提供する為、Book Detection Systemが採

新館建築中、法経第一教室が
仮閲覧室となり、常に満席の
状態であった。
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「機械化」初期の頃の思い出
隅
私が京大に就職したのは昭和52年３月のこと
で、ちょうど「機械化」が図書館の職場に、い

田

雅

夫

ざまな紆余曲折のあとの少し落ち着いた頃だっ
たのではないかと思います。

ろいろな意味で少なからぬ影響を与えはじめた

このような新しい技術の導入をめぐる労働現

頃だったのではないかと思います。「機械化」

場での確執は、どんな職種においても避けられ

という言葉は、図書館ではもう死語に近いもの

ないことですが、図書館における今日の情報技

となってしまいましたが、いわゆる「電算化」

術利用の目覚しい進展を考えると、当時の職員

のことであり、今では「システム化」「情報化」

の不安は無理もないことだったと思いますし、

などの方が一般的でしょう。しかしその頃は、

職員の側も情報の公開が十分にされないことの

電算化の検討委員会も「機械化委員会」と呼ば

不安が大きかったのではないかと思います。

れていました。

ただ、当時を振り返ってみると、図書館にとっ

私は昭和23年生まれですから新人とは到底言

てコンピュータという新しい情報技術がどのよう

えない年齢で、いわゆる中途採用だったのです

な意味や影響をもつのか、という観点からの冷静

が、就職してまもなく当時の課長からCOBOLの

な議論が少し足りなかったのではないかという思

研修に行くように言われ、私を含め３人が大阪

いもします。これはその当時に限った問題ではな

の堂島にあったＦ社に２週間通勤しました。１

く、現在も常に問われ続けなければならないこと

週間は初級、１週間は中級（入門、初級だった

ですが、そのためには、やはり新しい知識や技術

かも知れません）で、私にとっては初めてのコ

を熟知し、使いこなしていく力を、集団として身

ンピュータとの出会いでしたが、プログラミン

につけていくことが必要なのだと痛感します。わ

グはそれなりにおもしろいものだと感じました。

かりきったことを今さら何を言うのかとお叱りを

当初の「機械化」は、全国的にも共通だった

受けそうですが、こうして当時を振り返り、それ

と思いますが、前金払い外国雑誌の予約、契約、

から20余年を経て飛躍的発展をとげた今日の情報

支払等の帳票作成処理でした。いわゆるバッチ

技術やネットワーク社会を思うとき、やはりその

処理
（これももうあまり使われない言葉ですが）

ことの重要性を改めて感じる次第です。

方式で、数千件のデータをパンチカードで入力

当時からの「機械化」の推移を回想している

し、連続用紙に帳票を印刷出力するというもの

とさまざまなことが頭に浮んできますが、その

でした。また、プログラムも当時はパンチカー

後もLC-MARCデータの処理や図書館専用電算

ドで作成していました。プログラムの１ステッ

機の導入などに関与させていただきました。私

プが１枚のカードにあたり、プログラムによっ

がコンピュータに関わってもっとも留意したの

ては数百枚にもなる場合があって取扱いが大変

は、コンピュータ知識やプログラミング経験者

だったことを思い出します。

の裾野をできるだけ広げて行くことと、いま現

これらの作業は、いわゆる全学の図書系職員

場でやっていることをいろいろな場で説明して

数名からなるワーキング・グループ（WG）で

いくことでしたが、いろいろ批判も受けました。

行なっていましたが、「機械化」は、職員の間

いずれにしろ、今では図書館だけでなく多くの

では図書館当局側が一方的に推進しているとい

職場で当たり前の知識・技術となってしまいま

う不安があったようで、あとで聞いた話では、

したが、やはり「機械化」初期の頃はたいへん

WGの設置や運営について職組と図書館当局と

だったなあ、というのが率直な感想です。

でいろいろな話し合いや交渉があったようで

（すみだ

す。私が研修のあとWGに参加した頃は、さま
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まさお：元附属図書館情報管理課専門員
現三重大学附属図書館情報管理課長）

臨時増刊号

京都大学電子図書館システムの現状
朝
１．はじめに

妻

三代治

京都大学百年史をインター

平成10（1998）年１月に動き出した「京都大
学電子図書館システム」が、この11月で１年11

ネット公開
平成10
（1998）
年

電子図書館システム稼働業務

ヶ月を経過しました。徐々に充実しつつあるこ

システム、オープンシステ

のシステムに、構想当初から関わった多くの皆

ムに移行

様方の努力に心から敬意を表します。
「机の上に京都大学」「京都大学エンサイク

３．京都大学電子図書館システムのコンセプト

ロペディア」つまり、机の上にネットワークに

電子図書館システムは４つのコンセプトで成

繋がったコンピュータがあれば、世界中から京

りたっている。

都大学が見えるという発想は大胆ですが、見学

１）情報の発信（京都大学の情報を世界中へ）

者の方々に説明をする度に「なるほど」と実感

２）情報の配信（学術情報を学内構成員へ）

しています。

３）電子出版サポート（学内出版物を）

諸先輩達に感謝の意を込め「京都大学電子図

４）高度な検索・ナビゲーション（使い易い

書館システムの現状」を報告いたします。

システムの構築）

２．電子図書館への主なあゆみ
昭和60（ 1985）年

４．電子図書館システムの進捗状況−「机の上
１）国内外への発信情報

務開始
昭和61（ 1986）年

に京都大学」の実現に向けて−

中型汎用機による電算化業
調査研究室開設（館内措置）

国宝

文献情報センター目録システ

重要文化財

ム参加
平成２（1990）年

平成６（1994）年

平成７（1995）年

平成９（1997）年

553枚

7,126枚

兵範記（自筆本・古写本）、兵範記（新写

KUINS（京都大学ネットワ

本）
、知信記 範国記、古今和歌集、新古

ーク）第一期整備

今注、易学啓蒙通釈、易学啓蒙抄、易学

OPAC

開始

啓蒙通釈口義、古文孝経、孝経述議

「吉田松陰とその同志」展

注孝経、蒙求、塵芥、三略秘抄、史記抄、

で「Ariadne」（電子図書館

拾芥抄、宣賢卿字書、大学、中庸

長恨

実験システム）による電子

歌并琵琶秘抄、万葉集（尼崎本）

命期

展示

秘伝、六韜、六韜秘抄、論語（枝賢筆）、

「蔵経書院本目録データベ

論語（良枝筆）
、論語義疎、聚分韻略

ース」「維新資料画像デー

平成８（1996）年

今昔物語集

貴重書

御

7,194枚

タベース」作成

國女歌舞妓繪詞、烏帽子折草紙、玉もの

KUINS第二期整備

まへ、四十二の物あらそひ、付喪神、義

京都大学附属図書館ホーム

経記、源氏物語、源氏小鑑、源氏小鑑

ページ公開

源氏物語音樂之事、岷江入楚、岷江入楚

研究開発室設

置（学内措置）

岷江御聞書、源氏詞清濁、源氏清濁、紫

「今昔物語集への招待」展

明抄、仙源抄、幼学指南抄、 天正遣欧

をインターネット公開

使節肖像画、室賀コレクション古地図

電子図書館専門委員会設置

48枚、富士川文庫セレクト、365冊
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41,160枚
維新資料

月２回ロボット収集。同義語、訳語検索
約14,900枚

が可能。

奇兵隊日記、維新資料人名解説データ、

画像データは今年度で約14万枚提供の予

樋口一葉作品（この作品は、万波前館長

定。
２）学内向け配信情報

のボランティアによる力作です。
）
闇櫻、わかれ霜、たま襷、五月雨、經つ

ネットワーク対応CD-ROM

くえ、うもれ木、暁月夜、雪の日、琴の

CA on CD、MEDLINE、GeoRef、PsycLIT、

音、花ごもり、暗夜、大つごもり、たけ

BA、Zoological Record、雑誌記事索引、

くらべ、軒もる月、ゆく雲、うつせみ、

朝日新聞記事見出データベース、広辞苑、

十三夜、この子、わかれ道、うらむらさ

Oxford English Dictionary II．

き、われから、にごりえ
その他

電子ジャーナル（エルゼビア社

蔵経書院本目録 京都帝国大学

35誌

富士川本目録（古医学書）

外国語雑誌目次データベース（SwetScan）

部局、事務局への電子化支援
京都大学百年史

S-DOS）

約18,000タイトルの目次データベース

総説編、部局史編、写

（SDI＝E-mailによる自動配送システム、オ

真集

ンライン複写申込み機能付き）

京都大学−研究・教育の現状と展望（総

３）効率的な検索、利用しやすい環境の整備

務部広報調査課提供）785頁

テキスト系コンテンツを、全文、同義語、

博士学位論文論題一覧（大学院審議会
【平成10年11月24日開催】で了承済み）

訳語検索システムを導入し効率的な検索がで
きるようにしている。また、①図書のイメー

Kyoto University Bulletin（総務部国際交

ジで読める、②付箋を貼る、③必要な部分を

流課提供） 439頁

朗読する、といった専用ブラウザを学内に配

この提供により、外

国からのアクセスが急激に増えた（主に
米国等英語圏、韓国、台湾）

布した。
テキスト系データについては、自動翻訳機

京都大学公式ホームページへのキーワード

能（和・洋訳）が付いている。現在の翻訳能

検索システムの提供

力は「高校１年生程度」といわれ、それほど

京都大学のトップ頁から15回以下のリン

信頼のおけるものではない。今後機能を高め

クを辿って到着するホームページ検索。

たソフトウェアの開発・提供が重要になる。
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４）電子図書館利用サイト数

（1998．１−1999．７）

20,000
18,000
16,000
14,000
12,000

学内サイト
学外サイト

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

1

3

5

7

9

11

1

3

5

7

平成10年３月

オープニングセレモニー新聞記事に掲載される

平成10年10月

テレビ朝日で放映される

平成11年１月

京都大学公式ホームページに、ホームページ横断検索システム提供

外国語雑誌目次データベース（SwetScan）提供
＊学外からのアクセスが多いのが特徴。

５）電子図書館利用件数（1998．1−1999．
7）

900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
1

2

3

電子図書館利用件数

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

（平成10年３月１日〜平成11年４月20日） 延べ約325万件、 月平均

約25,000件。海外からの利用

約130,000件（４％）米国など英語圏が中心。

その他、台湾（約9,480）、韓国（約2,600）、１〜２回の利用は76ヶ国。ここ数ヶ月は月60 万件
から80万件あり、年間利用件数は飛躍的に伸びることが予想される。

―25―

静脩

附属図書館創立100周年

７）ネットワーク型CD-ROM利用状況（1998．4−1999．6）

9000
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MEDLINE
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８）ネットワーク型CD-ROM利用状況（1998．4−1999．6）
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９）部局調査

学内外に発信する情報として何が良いか

35

貴重書

30

紀要類

25

博士論文審査報告書

20

広報誌

15

インターネット情報

10

特殊コレクションの序跋

5

紀要等の目次
0

テキストデータの充実
学内調査にもかかわらず、貴重書の提供が一番になった。
今後、博士論文の審査報告書の追加も検討課題になる。
テキストデータの希望が少ないことの分析が必要。
10）部局調査 学内に配信してほしい学術情報等

250

電子ジャーナルの
充実

200

アブストラクツ・
キーワード検索
CD-ROMの充実

150
100

白書・統計・有価
証券報告等

50

公共機関の情報源
情報の提供
国会議事録、判例等

0

その他
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５．電子図書館システムの今後のあり方について

ットワーク環境が格段に進歩している状況を

電子図書館専門委員会、同ワーキンググルー

生かし、従来の省庁、国公私などの設置者の

プで、中期展望を検討中。現在、部局調査を行

枠を越えた連携・協力ができるチャンスでは

い内容の分析をしている。その結果をもとに、

ないだろうか。

さらに京都大学の情報を発信するためのコンテ
９．電子図書館システム見学者数

ンツの種類等の検討を行う。

平成10年４月〜平成11年３月
見学機関

６．学内の電子図書館システム利用環境
現在、京都大学の中には約１万台の端末があ
ると言われている。総合情報メディアセンター
では、昨年全学に1,100台の端末を配置し、学
生等の利用に供している。
附属図書館では、全学に電子図書館用端末を
50台、業務用端末を210台、検索用端末60台を

人

数

国 立 大 学

47

165

公私立大学
短大・高専等

12
5

75
128

他
省
庁
国会図書館

7
6

11
6

共同利用機関
民 間 機 関

7
4

11
38

そ

配置し、利用環境の整備に努力している。

機関数

の

外
合

７．データ作成

国

他

6

61

国
計

13
107

150
645

昨年度のデータ作成の外注部分については政

日

本

機関数
95

府調達を行っている。そのため画像系データの

中
欧

国
州

3
3

73
21

韓

国

2

45

米
そ

国
他

1
3

2
6

107

645

基準作成のための調査を行った。データ作成に
当たっては、かなりの部分を外注しているが、
データの確認・チェック作業は文学部の教官か

別

の

合

ら推薦された国史学等の大学院生に依頼してい

計

人

数
498

る。そのため、作業が早くなり、正確な確認・
チェックができている。

10．おわりに

８．連携協力体制のあり方

他の国立大学附属図書館と同じように、予算減、

１）京都大学学術出版会との連携・協力

定員減等の中で多くの試練に立たされている。

今年百周年を迎えた京都大学附属図書館は、

京都大学学術出版会で出版している京都大

独立行政法人化にどのように対応していくのか

学教官の著作物を、実験的に当面学内に限っ

も、好むと好まざるとに関わらず近い時期に決

てテキストデータとして電子図書館で提供。

断を迫られる。
従来型の図書館の発展と共に、電子図書館シ

著作権処理は出版会が行う。

ステムを発展させていくことは、今まで以上の

２）国立大学図書館協議会での検討課題
平成10年の国立大学図書館協議会総会にお

知恵が必要になる。

いて「図書館電子化システム特別委員会」が

とはいえ、全国的には非常に恵まれた環境を

設置され（本学は委員長館）、電子ジャーナ

持ち合わせている図書館でもある。今まで培っ

ル等のコンソーシアムや事務効率化、画像デ

てきた多くの先輩達の努力を基礎に、さらなる

ータの品質管理、著作権処理等の課題を検討

発展のために、館長を先頭に多くの先生方の力

中である。

をいただき、職員一同一丸となって努力して行

３）大学図書館に限らず、多くの図書館、美術

きたい。

館等で電子化資料の提供が始まっている。ネ
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みよじ：附属図書館情報管理課長）

臨時増刊号

情報リテラシー教育：全学共通科目について
平
大学図書館をめぐる情報環境は、この数年、

元

みさえ

教官に協力する形ではあるが、授業に関わる中

電子ジャーナル・CD-ROM等出版形態の多様

で、自己研鑽の機会として（特に若手職員にと

化、インターネットの普及などにより、図書館

って）、情報リテラシー教育の方向を探る機会

の電子化へと大きく変化してきている。これら

として、得難いものとなっている。これは、講

の状況は、大学の教育・研究活動に反映し、情

義に関わる諸々の負担を超える大きなプラスの

報収集活用能力が不可欠の要素として求められ

要素でもある。

るようになってきている。

演習補助には、附属図書館職員だけでなく、

附属図書館は、情報収集活用能力形成の一助

学部等図書室職員にも参加協力を得ており、全

とするため、平成10年度から情報リテラシー教

学的に情報リテラシー教育を考える契機になる

育の一環として、全学共通科目「情報探索入門」

ことも期待される。

の提供部局として参画し、科目の開講を実現し

平成10年度・11年度共、アンケート回答者の

支えてきた。開講は、平成９年２月頃に、当時

ほとんどから｢少し難しい内容だったが、将来、

の館長であった長尾⁄教授（現総長）から授業

絶対役に立つと思う」「文献の調べ方もコンピ

計画の提案があったことに端を発している。平

ュータを使って行うというこれから先につなが

成10年度前期課程として開講され、講義テキス

りそうな演習内容はとてもよかった」等、「役

トとして、附属図書館発行の『access.txt文献

に立つ」との高い評価を受けて、引き続き平成

調査・利用ガイド』が使用された。平成11年度

12年度も開講することが決定され、教官から提

は、講義録をもとに編集・出版された『大学生

案のあった演習時間の拡大も含めて来年度開講

と「情報の活用」』注1)が、テキストとして追

に向けて検討が開始されている。このように

加された。

｢情報探索入門｣は、全学共通科目の一科目とし

講義は、「論文・レポートを書くための文

て定着する方向にあり、年を重ねる中で、一層

献・情報収集、卒業論文作成のための文献調査

充実していくものと思われる。今後は、この講

等に必要な情報活用技術を演習によって習得さ

義に関わる中で、情報リテラシー教育のあり方

せながら、情報図書館学、情報探索学の概要を

を探り、多様な形の教育を検討・提供していく

学ばせる」ことを目的とし、長尾総長をはじめ

ことが課題であると考えている。

５名の教官が講義を分担し、それぞれ講義に対

（ひらもと

応した演習に、附属図書館・学部等図書室の図

みさえ：
附属図書館情報サービス課参考調査掛長）

書館職員15名が補助者として参画するという形
で実施されている。
平成11年度の講義概要は、別表のとおりであ

注１）監修：長尾⁄／編集：川崎良孝
発行：京都大学図書館情報学研究会
発売：日本図書館協会

る。11年度は、担当教官に新たにベッカー教授
が加わり強化・充実が図られた。
図書館の役割は、事務局としての役割（企画
立案、実施に関わる事務処理等）と、演習補助
担当の役割の二つに大別される。企画立案の段
階から図書館職員も参画し、司書としての経験
をふまえた議論が、講義・演習に反映されてい
る。また、演習課題を積極的に提案するなど、

平成11年度講義概要
第 １ 週 大学図書館への招待
講義：長尾⁄総長
第２・３週 分類の一般概念と分類理論
講義・演習：黒橋禎夫
(情報学研究科講師)
第 ４ 週 学問・研究・文献・情報
講義：川崎良孝（教育学研究科教授）
第５・６週 参考資料の種々とその利用
講義・演習：カール・ベッカー
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（薬学研究科助教授）
第11・12週 インターネット情報と利用法
講義・演習：金子周司
（薬学研究科助教授）
第 13 週
情報探索とその周辺
講義：菊池光造附属図書館長

（総合人間学部教授）
第７・８週 目録情報とその利用
講義・演習：川崎良孝
（教育学研究科教授）
第９・10週 データベースの種類とその利用法
講義・演習：金子周司

図書収書システムを使って
島
１．図書収書システムとは

文

子

ード作成に利用することができます。このよう

閲覧カウンターや目録登録などの図書館業務

なデータの使い回しが利くようになって、デー

に比べると、受入業務は事務的で地味な仕事で

タ入力や検索にかかる手間やミスが少なくな

す。選書、発注、検収、物品登録、支払準備、

り、処理が早く正確にできるようになりました。

予算管理、原簿管理、受入統計処理などと並べ

検収段階から所蔵検索ができるため、重複調査

てみても、どちらかといえば図書館らしくない

が正確にできるというメリットもあります。ま

仕事ばかりです。しかし、この仕事は図書館の

た、発注・検収・物品登録などの機能が、予算

構成要素の一つである資料（蔵書）を形成して

管理や原簿管理、統計管理などの機能と連携し

いく重要な役割を担っています。また、図書

ているので、担当者が意識して計算したりデー

館・室設置以来手作業で行われてきた部局独自

タ入力したりしなくても、いつでも最新の予算

の方法が色濃く残っている分野でもあります。

執行データや受入統計データを取り出すことが

図書収書システムは、こうした図書受入業務の

できるようにもなりました。

歴史と実務の全般を、図書館業務システムの中

３．登録番号管理のシステム化

にトータルに組み込むことを目指したもので

図書収書システムのもう一つの特徴は、シス

す。

テムの部分的導入ができるということです。全

２．収書トータルシステムの特徴

部局を対象にした受入業務の機械化は、年間総

新しい図書収書システムの大きな特徴の一つ

受入数が９万冊を超える京都大学が初めて経験

は、受入から目録までを見通したトータル処理

する大きな変化であるため、個々の部局の事情

システムであるということです。
簡単に言えば、

に合わせて、段階的に無理なく図書収書システ

収書システムと目録システムとの間でのデータ

ムの導入を進められるようにという配慮から生

の使い回しができるシステムです。例えば、図

まれたものです。部分導入の対象になるのは、

書の発注を行う際には、必要なタイトルや出版

図書登録番号の取得システムです。本学では図

社などの情報をわざわざ手入力せずに、ローカ

書登録番号を全学で一元管理しており、従来は

ル目録やNACSIS-CATにある書誌データを利用

各部局図書館・室で作成された命令書を附属図

して、発注用書誌を作成して使います。逆に目

書館に集中し、一括して登録番号の付与を行っ

録登録の際には、この発注用書誌から検索キー

ていました。新システムでは、これを各部局か

を取り出して、作業が楽にできるようにしてい

らオンラインで実行できるようになりました。

ます。検収時には、発注レコードのデータから

この登録番号取得システムは、発注・検収を手

所蔵レコードを自動作成し、それを目録登録時

作業で処理していても利用することができま

にもそのまま利用します。選書の際にも、目録

す。従来どおりのマニュアル処理を活かしなが

システムの中にある選書用書誌を利用してリス

ら、登録番号管理だけをシステム化できるわけ

トを作成した後、選書結果のデータを発注レコ

です。登録番号管理がサーバ側で一元的に行わ
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れるので、一部局でマニュアル処理（登録番号

ります。システムのもつ便利さを生かせるよう

取得システム）と機械処理（収書トータルシス

に、使い手側が仕事の流れを組み立て直す柔軟

テム）を併用することもできます。また、登録

性をもつことが求められています。
また、
このシ

番号取得と同時に受入記録が保存でき、各部局

ステムでは図書受入業務と他の業務（特に雑誌

から随時受入統計を出力することが可能になり

受入や目録）とが密接に関連しあっているので、

ました。この番号取得システムは、多くの部局

従来の役割分担の壁を取り払って、他業務の担

図書館・室で導入されて、受入処理の流れの簡

当者と積極的に情報交換を行うことも必要です。

素化や、処理期間の短縮に役立っています。

日常業務の中で、長年親しんできた方法を見直

４．システム利用者として

し、システムとの上手なつきあい方を模索する

1998年5月の本稼動から約１年半の間図書収

のはなかなか大変なことです。しかし、さまざ

書システムとつきあって感じることは、システ

まな意味で転換が迫られている今日の状況の中

ムと協調できる柔らかい思考能力の大切さです。

で、仕事の合理化や標準化を考えていく一つの

収書システムはこれまでの受入業務のやり方を

きっかけにもなるのではないかと思います。

基本にして作られてはいますが、従来の方法に

（しま

ふみこ：収書システムWG
附属図書館情報管理課受入掛）

あまり拘泥すると、却って不便になる場合もあ

新雑誌収書システムを利用して
冨
１．はじめに

岡

達

治

CATにアップロードすることにより、学術雑誌

京都大学では、1998年４月より新雑誌収書シ

総合目録の全国調査時期を気にすることなく、

ステムの運用を開始しました。当初はワーキン

データを最新の状態に更新することが可能とな

ググループメンバー図書室のみでの運用でした

りました。

が、1999年１月より他の図書館・室での運用も

チェックインの作業は、ビジブルカードと比

開始し、
導入図書室は徐々に増えつつあります。

較してもそれほど手間がかかるというわけでは

当初は、さまざまな不具合もありましたが、現

ありません。直前のデータから巻号次や年月次

在では、おおむね安定して稼動しています。

を予測してくれますし、価格も自動設定されま

２．iLiswave収書システム

すので、単純なものであればボタンを数回押す

従来、各図書館（室）での雑誌のチェックイ

だけで完了してしまいます。さらにチェックイ

ンは、ビジブルカードや受付簿を使い、手作業

ン作業の省力化には自動チェックインという機

で行ってきました。しかし、今回導入した新シ

能があります。これは雑誌の納品時に納品デー

ステム（iLiswave）は、目録システムと密接に

タをフロッピーディスクなどの形で電子的に受

連携したオンラインシステムです。

け取り、そのデータを使ってチェックインを行

チェックインを行うと、半日以内にOPAC上

うものです。一回のチェックイン量にもよりま

に反映されるため、利用者は欠号を含めた到着

すが、大量であればあるほど、チェックイン作

状況を図書館（室）に来なくても把握できるよ

業量の軽減化を図ることが可能となります。こ

うになりました。また、１冊１冊のチェックイ

のような機能を有効に活用することは、定員削

ンデータは１週間に１回、一括所蔵データ

減等の厳しい状況への１つの対応手段となるは

（NACSIS-CATのローカル雑誌所蔵データ）に

ずです。

反映されます。この一括所蔵データをNACSIS-
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ことにより、未着・欠号管理から支払管理、製

ータシートの提出からデータ入力、入力確認ま

本作業までトータルに管理することが可能とな

では1週間から10日を費やしていましたが、新

っています。このようにiLiswaveでは１つのデ

システムではたったの数十分程度で済むように

ータを活用し、連携させることによってさまざ

なりました。

まな機能を実現しています。

４．今後の運用と課題

３．外国雑誌前払システム

以上のように新システムには多くの便利な機

この外国雑誌前払システムは、全学の外国雑

能が提供されており、これらの機能を十分に活

誌の購入状況を把握することができます。前金

用することが必要になります。

払の外国雑誌については発注から入札・契約、

しかし、運用する図書館員にとっては、従来独

精算・戻入のデータを一括で管理します。

自に行っていた手作業中心の管理から、パッケ

従来、この作業は汎用機を用いて行っていま
したが、新システムではサーバ・クライアント

ージで提供される機能での機械管理へという大
転換が求められることとなりました。

方式を導入し、各部局からデータの入力や帳票

今後は、システムの安定稼動とともに、更な

出力をオンラインで行えるようになりました。

る機能の充実が望まれます。また、従来の運用

また、このシステムは契約用データを扱うとい

をそのまま踏襲するだけではなく、iLiswaveの

う事情から、iLiswaveとは独立して稼動してい

機能を100%引き出すような新しい運用を模索

ます。

する必要があるのではないでしょうか。

このシステム導入の影響は予想以上に大き

（とみおか

たつじ：収書システムWG
附属図書館情報管理課受入掛）

く、例えば、精算処理を行う場合、従来ではデ

新しい目録業務システムについて
赤

井

規

晃

ここ数年のインターネットの発展には目ざま

国に先駆けて導入することとなったのも、上述

しいものがある。その影響は、図書館の世界で

の動向に沿うものである。昭和60年の本格的電

いえば、wwwを介したOPACの提供が標準化し

算化の開始以来、二度のリプレイスを経て、

ていることからも、十分窺い知ることができる

NACSIS-CATと密接な連携をもつ全学的な目録

であろう。さらに、国内各大学の図書館が提供

業務システムの基盤は整備されてきてはいた

しているそれらOPACの基盤を成す学術情報セ

が、今回の新システムの導入により、より効率

ンターのNACSIS-CATシステム（オンライン・

的な目録業務を行える環境が整えられることと

ネットワーク方式による全国規模の共同分担総

なった。改善点は多々あげられるが、ここでは、

合目録データベース）も、平成10年１月よりサ

データベースへの目録登録作業に関わる部分で

ーバ・クライアント方式のNACSIS-CAT2のサ

簡単に紹介しておく。

ービスを開始し、従来のメイン・フレームから

①NACSIS-CATへの書誌・所在データの登録・

オープン・システムへの移行を着実に進めてお

更新処理が、ローカル目録ファイルに即時的

り、インターネット時代に対応した図書館業務

に反映されるようになった。これにより従来

システムは各大学図書館の最も関心ある課題と

ホスト上で夜間バッチ処理によるデータの落

なっている。平成９年度のリプレイスで京大図

とし込みをしていたのが不要となった。

書館が、NACSIS-CAT2の接続第一号館となり、

②NACSIS-CATおよびローカル目録ファイル双

全面的に利用したトータル図書館システムを全
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行う自動化機能を新たに追加。数百件から数

アルや目録規則、webベースの海外の国立図

千件程度のデータ処理がクライアント側から

書館・大学図書館等のOPAC等をブラウザで

も可能となった。

同時参照しながら目録業務が行えるようにな

③データの入力に要する時間の短縮と正確かつ

り、
カタロギングの効率が大幅にアップした。

迅速なデータ入力のために工夫をこらし、例

同時に、全学60余の図書館・室の円滑な連

えば、ロシア語や北欧諸語、タイ・ベトナム

絡・調整等のために、目録業務担当者のメー

語等キリル文字やEXC文字と呼ばれる音標符

リングリストを設置し、目録業務用webサイ

号付文字を使用する書誌データの編集におい

トを開設するなど担当者間での情報交換を促

ては、ソフトキーボード（ソフトウエアによ

進するための工夫もこらしている。

り仮想的に複数の鍵盤を扱えるようにしたも

⑤最後に、今後予定される機能として多言語対

の）を用いて、英独仏語の場合とほぼ同程度

応がある。2000年１月より、NACSIS-CAT2

の時間で入力を行えるようにした。また、業

はデータベースでISO/IEC10646 UCSを採用

務間（特に受入業務との間）でのデータを共

しマルチバイト文字を統一的に扱える環境を

有することにより、データの転記ミスから誤

整備する予定になっているが、これに合わせ

ったデータが作成される可能性が極力排除さ

て、中国・韓国・朝鮮語資料等の入力を行え

れるようにもなっている。

る環境の準備も現在進められている。

④クライアントOSにWindows95を採用したこ
とでインターネットの利便性を活用できる。
GUI環境の特性を生かした効率的テキスト編

以上が、新しい目録業務システムの特色となっ
ている。
（あかい

のりあき：目録システムWG
附属図書館情報管理課目録掛）

集、電子化された各種カタロギング・マニュ

iLiswave閲覧システムについて
蒲
閲覧システムというと、図書館関係者以外の

彰

子

いているバーコードラベルをスキャンすれば、

方は、資料を見る際の何か画期的な方法かと期

通常ほんの数秒で貸出・返却手続きが済んでし

待されるかもしれませんが、ここでは、閲覧に

まいます。コンピュータ・ネットワークの障害

供する資料をコンピュータを利用して貸出・返

時にも、オフラインで処理できるようになって

却する仕組みのことを指します。

おり、図書館員をパニックから救っています。

本を貸してもらおうとカウンターにやってき

なかなか本を返却してくれない利用者のリス

て、図書館員に学生証と本を差し出すと、一瞬

トもたちどころに作成され、さらに督促用のハ

気まずい沈黙があり、「延滞している本があり

ガキも印刷されます。一方、その本をずっと前

ますね。ペナルティーがついていて新たに本は

から予約して待っている利用者には、貸出可能

借りられません」と言われてギクッとしたこと

になったことを知らせる予約棚リストが役にた

はありませんか？そんなことがたちまちわかっ

ちます。

てしまうのも、閲覧システムが導入されている
からなのです。

利用者の中には、個人情報も一覧できてしま
うシステムは問題があるのではないか、と懸念

このシステムでは学生証についている図書館

される方もあるかもしれません。しかし、この

利用証のID番号を読み取ると、借りている本

閲覧業務用端末はカウンターの中にあり図書館

の一覧（期限日等も含む）が表示され、本につ

員以外が操作することはありません。教室図書
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室によっては利用者自身が利用証や図書のバー

10年度）、雑誌の利用が中心の研究所図書室で

コードをスキャンして借りるようになっている

す。このように各図書室の性格を数字で表す、

ところもありますが、その場合は個人情報の画

貸出冊数やその他の統計が、各端末ですぐにわ

面は表示されないように設定してありますので

かるというのもこのシステムの特徴のひとつで

ご安心ください。

す。

このように、iLiswave（富士通の図書館総合

図書館が電子図書館としての機能を一層深

システム）のなかでもOPACと並んで利用者に

め、一方きびしい人員削減が行われるなかで、

身近な位置にある閲覧システムですが、蔵書点

おそらく百年前に京大図書館が誕生した当初か

検という機能についてもご紹介しましょう。去

らあったと思われる対面閲覧業務は、まさに消

年の8月、附属図書館では開架図書の一斉点検

えゆく運命にあるのかもしれません。iLiswave

を実施しました。これは、携帯用の端末4台で

の閲覧システムでも自動貸出装置との連携がう

開架書架に並んでいる図書を全てスキャンし、

たわれており、実際導入の動きが具体化してい

登録してある開架図書の所蔵データと照合する

る部局もあります。しかし、有人の閲覧カウン

というものです。結果は開架図書の約1.5パー

ターが果たしている機能は、単なる機械に置き

セントが不明。不明図書の割合があきらかに高

換えられる貸出・返却処理だけなのでしょう

い分野もあり、今後どのように対処すればよい

か。電子化が高らかに叫ばれるなかで、利用者

のか頭の痛い問題です。

の小さなつぶやき声や生の表情を、微力ながら

ところで私は今年の１月に附属図書館から北

サービスに反映できる窓の存在はなおざりにさ

部構内の基礎物理学研究所図書室に異動にな

れてはならないと思います。利用者の動向を感

り、カウンターで接する利用者の数やキャラク

知しそれを業務に生かしていく、触角を備えた

ターという点では大きく変わりました。たとえ

図書館システムこそこれから求められるのでは

ば附属図書館は学部学生の利用が圧倒的に多く

ないでしょうか。

１日平均405冊（平成10年度）もの貸出があり

（かば

ます。基礎研の貸出冊数は１日平均６冊（平成

あきこ：閲覧システムWG
基礎物理学研究所図書室）

新ILLシステムについて
児
1. はじめに

玉

優

子

を取って送ったり、料金をやり取りするなどの

探していた本や雑誌が図書館の本棚にないと

作業があります。現在は、学術情報センター

き、または、OPACで検索しても見つからない

（NACSIS）のNACSIS-ILLシステムを中心にオ

とき、あなたはそこで諦めていませんか。学内

ンラインで業務を行っています。

にない資料でも、図書館を通じて他大学からコ

2. リプレースによる変化

ピーや貸出で入手することができます。これが、
図書館間の「相互利用サービス」すなわち
「ILL (Inter Library Loan)」です。

昨年（1998年）1月から京都大学の図書館シ
ステムのリプレースが順次行われ、ILLワーキ
ンググループで検討してきた新ILLシステムも、

ILLには①複写申込、②現物貸借申込、③複

同年4月14日に本稼動しました。

写受付、④現物貸借受付の４つの業務があり、

このリプレースによって変化したことは、ま

具体的には所蔵館を調べたり、所蔵館に申し込

ず、ILLレコードを蓄積できるようになったこ

んだり、他大学からの申し込みに対してコピー

とです。このことによって、どの雑誌の複写を
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申し込む回数が多かったか集計できるようにな

きなトラブルなしに動いてくれて、学内の利用

り、購入雑誌見直しの参考データとして利用で

者の皆さん、他大学から申込まれる皆さんにご

きるようになりました。また、手作業で書類作

迷惑をおかけすることなしに新しいスタートを

成したり、わざわざデータ入力していた会計処

切れたことを、ILLワーキンググループのメン

理も、蓄積したILLレコードを利用して短時間

バー一同喜び合いました。開発者、京大のスケ

でできるようになりました。

ジュールに合わせて準備を進めていただいた学

さらに、NACSIS-ILLを介して図書館間でデ

術情報センター、附属図書館および各部局図書

ータ（雑誌名やページ数など）のやり取りをす

館・室のILL担当者の皆さんのご協力に感謝し

るための作業画面を自由に設計できるようにな

ます。

りました。繰り返し使用するコマンドをボタン

個人的には、ユーザとしてシステム開発に参

で用意し、コード参照ファイルによってコード

加させていただいたのは初めての経験でした。

確認の手間を省き、入力作業を簡素化すること

日常業務も行いながら要望を出したり動作確認

ができました。

をしていくのは大変でしたが、自分の提案した

ほかにも、他大学からの申し込みを受け付け

アイデアが実現していくのは楽しいことでもあ

る作業帳票にOPACのデータを取り込んだり、

りました。以前のシステムが不自由だった分、

NACSIS-CATを利用してNACSIS-ILLには参加

こうしたら便利なのではないか、という要望を

していない図書館への申込書を作成するなど、

たくさん出せました。まだNACSIS-ILLを利用

新しい試みもあります。

していない図書館・室の方々にも、ぜひこの新

これらは、利用者の皆さんの目には直接見え
ない変化ですが、担当者の能率が上がり、図書

システムの便利さを味わっていただきたいと思
います。

館・室のサービス全体の向上につながることが
４．今後

期待されます。

新ILLシステムによって学内ILLのデータ処理
３．ふりかえって

も可能になりましたが、学内ILLについては制度

今回のリプレースで、京都大学は全国に先駆

自体を見直す時期に来ているかもしれません。

けて新しい通信プロトコルで学術情報センター

なお、ILLシステムの開発は今も続いていま

に接続しました。まったく新しく作成したシス

す。現在は、図書館まで足を運んで申込書を書

テムだったので、果たしてうまく動いてくれる

いていただかなくても、インターネット上で申

かどうか、不安な中で4月14日を迎えました。

し込めるシステムを開発中です。近いうちに

通常、システムの切替時期はしばらくサービ
スを停止することが多いのですが、今回の切替
は一夜のうちに行われ、一日もサービスを停止

「ドキュメントオーダーシステム」としてご紹
介できることと思います。
（こだま

ゆうこ：相互利用システムWG
医学図書館閲覧掛）

することなく完了できました。新システムも大

京都大学電子図書館の現在
後
１．概要

藤

慶

太

格運用を開始した。「机の上に京都大学」をキ

本学電子図書館は、平成10（1998）年１月６

ャッチフレーズに、ここにアクセスすれば居な

日に稼働し、同年３月２日の披露式をもって本

がらにして本学の森羅万象がわかるシステムを

―35―

静脩

附属図書館創立100周年

目指している。それはまだ発展途上であるが、

ース（SwetScan）等を学内向けの学術情報

本格運用以降、本年４月までの間に、延べ

として提供している。電子ジャーナルや各種

3,247,000人、月平均25,000人がアクセスし、海

データベースに対する要望は高く、今後それ

外からの利用もその４％を占めている（英語圏

らをどのように増やしていくか、予算や会計

を中心に76カ国から）。特に、国宝「今昔物語

制度上の解決しなければならない課題がいく

集」、維新資料をはじめとする重要文化財・貴

つかある。

重書の画像や後述する学内刊行物へのアクセス

③電子出版サポート

が顕著である。また、視察に訪れた機関も100

学部の紀要など本学が創造する学術情報の

を越えている。

電子化を支援するというものである。総務部
広報調査課、同じく国際交流課との協同によ

２．電子図書館システム

り、学内刊行物を２点公開している。

富士通株式会社の電子図書館システム

④高度な検索・ナビゲーション

iLismindsを導入している。導入後も改良が施

テキストの全文を対象とした検索や、キー

されており、システムとしてはまずまず安定し

ワードを同義語・訳語に展開させて検索する

ていると言えよう。テキスト系コンテンツ（以

ことが可能で、電子図書館専用ブラウザを使

下、単にテキストとする）がまだ少ないため、

えば、データを本の形にして読んだり（縦書

その機能や検索エンジンに対するきちんとした

き表示も可）、付箋を貼ったり、朗読をさせ

評価を出せていない状況である。

たりすることができる。また、テキストには
自動翻訳機能（和・英訳）が備わっているが、

３．電子図書館の４つの柱

その辞書や能力の強化が望まれる。

①情報発信
貴重資料画像を中心に、京都大学百年史、

４．電子図書館とは何か

京都大学博士学位論文論題一覧、樋口一葉作

本学には、電子図書館稼働以前から電子図書

品集等のテキストも増えてきている。現在公

館研究会による電子図書館実験システム

開中の貴重資料画像はおよそ47,000枚あり、

Ariadneの開発経緯があり、筆者も95年頃から

今年度公開予定のものを合わせると80,000枚

館内の電子図書館ワーキンググループに属して

近くに達し、さらに今年度作成計画中のもの

きたが、その当時から今に至るまで電子図書館

も加えると140,000枚を越える大きなデータ

というものに対する明確な像を結べないままで

ベースとなる。今後、資料の解説や現代語訳、

来ている。はたして電子図書館が従来の図書館

研究成果等の付加価値を付けていくべきか、

を駆逐するものなのか、
従来の図書館と融合し、

あるいはあるがままのデータだけ提供すれば

強化していくものなのか。電子図書館専門委員

いいのか、といったことを検討する必要があ

会でも中期展望を検討するワーキンググループ

ろう。また、詳細画像については、現在は簡

が中間まとめを提出したところで、これから本

単なコピーライトを表示しているだけで、そ

格的な議論が始まるであろう。

の二次利用について一抹の不安を覚える。電

京都大学電子図書館は、その名のとおり附属

子透かし等の技術が安価で提供されることが

図書館の単独事業ではない。全学的な協力のも

待たれる。

と、より良いシステム、より豊富なコンテンツ

②情報配信

を持つ電子図書館になるよう期待したい。

ネットワーク対応のCD-ROMやElsevier社

（ごとう

の電子ジャーナル、外国語雑誌目次データベ
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けいた：電子図書館システムWG
附属図書館情報サービス課参考調査掛）

臨時増刊号

附属図書館に望むこと
野
1998年春、電子図書館が立ち上がって間もな

木

達

夫

ろうか。附属図書館も随分整備されてきたが、

い専門部会で意見交換があった際に、「ヴァー

その顔ともいうべき開架書棚の内容と空間には

チャルライブラリ(VL)に期待したい」と発言

もっと工夫があってもよい。最近は学長裁量経

したところ、「図書室へ足を運べば、新しい出

費などを得て、学生からの希望を聞いたり、選

会いもあり、思索にもつながる、そういう従来

書委員が定期的にカタログから選んだり、年に

型の図書室を大切にしたい」というご意見をい

一度書店に出向いて選書するなどして学生用図

ただいた。ここで少し補足をさせて貰う。VL

書の充実化がはかられている。しかし、現状を

は手元の端末で目的の図書室に出かけて本を探

踏まえた選書方針の検討がないままに補充する

す擬似体験ができ、必要資料を借りたりコピー

感が拭えない。ここは、司書の方々に本領発揮

したりの手続きにも連動するといったイメージ

いただくことを期待するとともに、幸い多様な

で述べた。学内各所の図書室がいつでも開け、

専門分野にわたる選書委員を抱える大学であ

開架図書を辿り必要なものを取り出してページ

り、両者が連携協力すれば、もっとすばらしい

を繰ることもできる。画面には図書室にいて見

ものに改変できるのではなかろうか。新旧の分

る書架などの映像がそのまま登場する。これな

類によって書架が分離されていることも利用者

ら、新たな出会いも思索も期待できそう。

にすれば好ましくない。
書架の傍で本を渉猟し、

VLはなじみの図書室をよく再現しているこ
とに加え、実体験で十分にイメージが焼き付い

また読みふけることもできるようなスペース設
計についても工夫がほしい。

ていることが望ましい。現場は長期間配架状態

ついでながらVLの夢を膨らませよう。パブ

がほぼ同じままに保たれ、幾度も足を運んで何

リック性の強い図書室では、多様な要望に対処

がどこあたりにあるかの見当もつく必要があ

できるように、標準的な分類に則り多量の書物

る。さもないと画面で辿ることは不便である。

が一様に平板的に並べられることは当然であ

尤も検索システムと連動しているので、書誌事

る。対照的に全くプライベートな書棚では自分

項がわかっていれば必要な書架なり、本そのも

に気に入った書物を思いのままに並べる。数は

のにアクセスできるが、いまは図書室であれこ

少なくても互いに関係しながら所有者に語りか

れ考えながら探っていく擬似体験について述べ

けてくれる。その役も演じるプライベートな

ている。身近な研究室図書室ではすべての棚を

VLをパブリックなVLから借りてきて作り上げ

みても大した時間はかからないので、何かを思

ることも展望したい。それは所有者の歩みとと

い立ったときにひたすら本の背をみて回ること

もに拡大する高次元空間を構成する。単なる総

もある。資料の内容も含め全体像がある程度で

和情報レベルを越えた高い知識を生む可能性が

きあがっていて、一番の相談相手である。部局

孕まれている。空間表現設計も各人思いのまま

の図書室についても利用するほどに「自分にと

である。多年積み上げられた経験者のVL自体

っての図書室」ができ上がる。そのうえでの

を借りることも可能。そんなVLの実現のため

VLであれば便利なものになる。

の環境整備とソフトウエア開発は、技術的には

各人が図書室イメージをもつにも、なじみの

それほど困難ではなかろう。図書情報のデジタ

ある書物とともに新しい出会いを期待させる魅

ル化が前提になることは云うまでもない。それ

力に富んだ図書室であることが要である。果た

でも依然大事なことは、VLの基盤となるパブ

して附属図書館の開架部分（約10万冊）はそれ

リック図書室の充実化であることに変りはな

に応えてくれるであろうか。主に学生諸君が啓

い。

発され、親しめるような内容になっているであ
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（のぎ

たつお：大学院情報学研究科教授）
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謙虚な気持ちで
福

田

知可志

このたび附属図書館は百周年を迎えます。私は

たん複写のため館外に資料を持ち出すことは負担

一利用者として大学入学以来十四年間、事務補佐

に感じられます。現在は、卒業生・学外者は庫内

員としては五年間、資料閲覧・生活収入の両面で

に入れないため開架の一台を使うのですが、利用

恩恵を蒙って参りました。この間、私自身紆余曲

者が多く待たされることもしばしばです。

折あって、目標と自信を失いかけ、苦しい時期が

このように附属図書館は利用者にとってより使

ありました。そんな時、私にとって附属図書館は

いやすい環境を整えつつあります。その一方で、

好きな本と絶えず接することが許される場であ

あえて気になる点を挙げますと、現在の附属図書

り、所蔵される貴重な資料・様々なジャンルの本

館は、残念ながら必ずしも静かで集中できる環境

に触れ、好奇心を刺激される場であり、また、こ

であるとは言い難いということです。
携帯電話の使用、私語を慎まず、友人とのおし

うした図書閲覧を通して、自分自身を省み、冷静
に見つめ直し、元気を取り戻す場でもありました。

ゃべりに夢中な利用者が、近年急激に増えていま

長い歴史を持つ附属図書館はあまたの利用者を受

す。また館内での飲食は禁止されているにもかか

け入れ、その生きざまを見つめてきたことでしょ

わらず、もはや公然と行なわれています。館内の

う。これらの方々に比して、私は我ながら呆れる

ごみ箱からは空き缶・ペットボトルが溢れ、机の

ほど不格好な人生を送る未熟者に過ぎません。今

中に飲み残しが無頓着に放置される有り様です。

はただ感謝の念で一杯です。

マナーの悪化は深刻です。図書館に対する感謝の

現在私は事務補佐員ではありますが、大阪市立

念、他の利用者に対する思いやりが感じられませ

大学に籍を置いており、附属図書館の資料を利用

ん。入館機のゲート前に注意を呼びかける掲示が

する場合は、卒業生扱いとなります。借用はでき

設けてありますが、更に利用者の意識を高めるよ

ないものの、検索・閲覧させて頂いております。

う、注意・指導を徹底する必要があります。私達

OPACシステムの導入に伴う検索用端末の大幅な

も事務補佐員として気をつけて注意しています

設置など、附属図書館は毎年変貌を遂げています。

が、効果はあがっていません。因みに大阪市立大

カード検索を行う必要のある古い資料について

学学術総合センターの状況と比べますと、ここは

も、職員の皆様のお蔭でコンピューターへのデー

一階に喫茶が設けてあり、のどの渇きを癒すにも

タ入力が進められており、完成が待たれます。私

よく、友人との会話を楽しむこともできます。そ

が利用者として有り難いなと実感したサービスと

の代わり入館機のゲートをくぐれば私語・飲食の

しては、他に次の二点があります。一つは日曜日

持ち込みは厳禁です。携帯電話の呼び出し音をた

開館サービスの開始です。土・日の週末を利用し

まに耳にすることもありますが、私の見るかぎり

た資料調査が可能になったことにより、従来の土

では、利用者はよく守っているようです。附属図

曜日のみ開館されていた時代に比べて、時間的余

書館とは広さ、利用者の数に違いがあるため、単

裕を持って資料調査を行うことができます。日曜

純な比較はできませんが、静かな環境という点で

日開館を実施している大学図書館は、全国でもま

は、大阪市立大学が優れているようです。

だ数少ないと聞いております。二つ目は今年の四

今後、利用時間の延長など利用者へのサービス

月から、生協のコピーカードを使えるコピー機が

の充実は図られていくことでしょうが、サービス

館内に設置されたことです（庫内・開架に一台づ

を受ける利用者自身も今一度謙虚な気持ちをしっ

つ）
。従来、学外者・卒業生は、カウンターの手

かりと持ち、マナーを守って図書館を利用するよ

続きの後に、資料を持ち出し、業務時間内に、館

うこの場を借りて呼びかけたいと思います。

外で複写を終え、返却しなければなりませんでし

（ふくだ ちかし：大阪市立大学大学院文学研究科修士課程）

た。複写の量によっては、時間的制約の中、いっ
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臨時増刊号

利用者の目から見た附属図書館
熊

谷

和

則

「利用者の目から見た附属図書館」という題

の書架へ行って探すのはあまりにも非効率で

で、「情報学研究科の院生としての立場から」

す。自然と、コンピューターを使うことになり

文章を書くように依頼を受け、引き受けてはみ

ます。

たものの、書く内容を練り始めてみると、テー
マの難しさに頭をかかえてしまいました。

インターネット上の検索サービスなどで書名
や、雑誌ならば欲しい論文が掲載されている号

現在の情報通信の世界は変化が激しく、今書

数などを調べ、次にOPACで、京都大学内の所

いた文章が、一週間後にはナンセンスなものに

蔵館を調べるというのが一般的な手段でしょ

なっている可能性はかなり高いと思います。さ

う。これらの手続きは、全て研究室のコンピュ

らに、「情報学研究科の院生としての立場」と

ーターから行なえます。また、私の専門分野に

言っても、情報処理、ネットワーク関連、図書

関する学術雑誌の類は、部局図書室が所蔵して

館学にはうとい私には、学術的な裏付けのもと

いることが多く、自分の研究に関わることで附

に図書館について書くことは不可能です。

属図書館へ足を運ぶことは院生になった今では

そこで「ある一人の理系の大学院生としての

ほとんどなくなってしまいました。
（もっとも、

立場」から、今までどのように附属図書館を利

院生でも文系の方々や、工学研究科の化学系の

用してきたか、附属図書館に何を望むのか、を

方々は研究のために附属図書館をよく利用され

書きたいと思います。

ているようですが。
）

学部生の頃の利用目的は、「これこれこうい

研究の手段として、附属図書館を利用するこ

う本を読む為、あるいは借りる為」と、明確に

とは減ったものの、未だに附属図書館にはよく

定まっていました。理系の学問で、いずれは最

行きます。それは、新聞、雑誌を利用する為と、

先端のことを勉強、
研究しようと考えていても、

研究以外のことで調べものをする為です。

まずは基礎的なこと、昔から知られていること
をしっかりと修得する必要があります。

現在、新聞や雑誌の論調を見ると、たいてい
のことはインターネットで調べることができる

自然科学系のテキストで内容が濃いものはあ
まり売れないためでしょうか、少し古いものだ

ようなことが多く書かれているように、僕には
思えます。

と、品切れ、絶版になっていて、書店では手に

しかし、いざ使ってみると、適切な検索を行

入らないことが度々です。その点、附属図書館

う為には、自分にある程度の教養が必要である

には日本語のものならば、かなり読者が限られ

ことを思い知らされます。

そうな（あまり利用者はいなさそうな）本でも、

そして、これはあくまでも、私の個人的な意

重要なテキストはそろっていて、大変助かって

見ですが、「教養」を身に付けるには、現在の

います。図書館の規模がそんなに大きくない大

ところでは、まだまだ旧来のメディアを利用し

学に通っている友人の話を聞くと、我々は恵ま

た方が、得るものが多いと思います。

れているのだなあ、とつくづく思います。

そこで、まだまだ図書館を利用することが重

さて、大学院に入学し、日々の活動が、基礎

要であり続けているわけです。

的な「勉強」から、より専門的な「研究」へと

今後図書館というものがいかに変わろうと

推移するのに従い、調べる文献も、基本的な教

も、「教養」を身に付ける道具の一つとしての

科書、参考書から、学術雑誌や専門書（それも

機能は果たしていって欲しい、そう願っていま

英文がほとんど）へと変わって行きました。

す。

このような文献を探す時には、直接、図書館

（くまがい かずのり：大学院情報学研究科修士課程）
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図書館、システム、情報環境
山
図書館は、情報技術の進展に対応してその姿

田

周

治

２つめは、ILL（図書館間の相互利用制度）

を変えつつある。利用者にとって図書館の変化

のシステム化である。それまで郵送で行われて

とは、貸出に機械が使われるようになったこと、

きたILLが、学術情報センターにより全国規模

蔵書検索が端末で行えるようになったことくら

でシステム化された。これにより文献入手の時

いかもしれない。しかし、利用者の目に触れる

間が短縮されたが、このサービスの質的な向上

ことのない裏方仕事は、ここ15年で跡形も無く

が需要を大幅に増加させた。その増加量は著し

と言ってよいほど変わった。そして今は、新し

く、各大学とも悲鳴をあげるほどと言っても過

い情報環境に対応するべく、サービスの内容自

言ではない。

体を変えようとしている。

このようにして図書館は、システム化により

大学図書館にコンピュータが導入され始めた

改革を成し遂げた。これはいわば内側からの変

のは20年ほども前になる。当時多くの大学図書

革であったが、いま図書館は外からの変化の波

館では、
蔵書の肥大化と新規資料の増加のため、

に洗われている。それは言うまでもなく、イン

従来の技術である目録カードによる資料管理に

ターネットに代表される情報環境の変化であ

限界が見えていた。これを打開するため、日本

る。図書館もホームページの開設や、OPACを

語の入力技術さえ未熟な時代であったにもかか

インターネット対応にするなど、それなりの対

わらず、図書館界は積極的にシステム化に取り

応を行った。しかし、インターネット技術の影

組んだ。

響は、そんな生やさしいものではなかった。だ

図書館のシステム化は、単に個々の図書館に
コンピュータが導入されただけではない。中央

れもが予測しえなかった影響を図書館にもたら
しているのである。

（具体的には学術情報センター）に巨大な目録

第一に、個人がパソコンを持つようになり、

システムを置き、全国の大学が共同で資料の目

それが情報活動の主要な場になったことであ

録データを入力し管理する（Shared Cataloging）

る。今や情報の入手、分析や加工、レポートの

という方式がとられた。これは、図書館の業務

作成など、ほぼすべての段階にわたってパソコ

とサービスの両面に大きな変革をもたらした。

ンが使われている。パソコンをこのように使い

業務面の影響は目録業務に著しい。それは単

こなす素養は情報リテラシーとも呼ばれ、社会

に担当がペンをキーボードに持ち替えただけで

人としての基本的な資質とまで見なされるよう

はない。それまで図書館ごとに行なわれていた

になってきている。図書館としても、そのよう

目録業務が、一つの（電子的な）屋根の下で仕

な状況を前提としてサービスの展開を図る必要

事をするようになった。言い換えると、家内工

が出てきたのである。特に情報の入手について

業から工場制へと移行したのである。それは図

は、システムを利用できる環境を整え、使い方

書館にとって産業革命と言ってよいほどの変革

の指導をするなど、その過程に深く関わること

であった。

が求められている。

こうして入力されたデータを使って、２つの

第二に、情報の受け手の環境がブラウザに統

重要なサービスが展開される。１つは蔵書検索

一されたことで、情報流通の革命が起こりつつ

のシステム化である。一般にOPACと呼ばれる

あるということである。ここで問題にしている

が、これは図書館を大幅に使いやすいものにし

のは、CD-ROMなど物理的に形のある資料の

た。いまではどこの図書館でも見慣れたものに

ことではない。電子ジャーナル、あるいはオン

なっている。

ラインジャーナルと呼ばれるもので、出版社か

―40―

臨時増刊号

ら利用者に、電子形態のままインターネットを

適に統合的に利用できるよう特別に設計された

通じて直接送られる形態のサービスをさす。な

インターフェースを用意する。完成すれば、そ

かには、文献検索と電子ジャーナルを組み合わ

れはまさに情報環境と呼ぶにふさわしいものに

せたサービスも始まろうとしているが、これは

なるであろう。ただ、これを実現するためには、

検索結果の画面から直接オリジナルの文献が読

資料やシステムの管理の徹底だけでなく、財源

めるので、利用者にとっては、まさに理想的な

の獲得や配分など経営的な要素も大きく関係す

環境である。今後確実に、情報流通の重要な形

る。人員も予算も右下がりの状況のなか、その

態の一つになっていくであろう。
しかしこれは、

実現への道は平坦ではない。

図書館を経由しない情報の流通が本格的に始ま

今の図書館界のホットな話題は、多言語処理

ろうとしているということでもある。図書館に

である。システム上の制約から、中国語資料な

とってその存在は脅威である。

ど日本語と欧米系以外の言語の目録データは、

第三に、情報発信が容易になったことで、大

言語どおりの形では扱えなかった。最近ようや

学が生産した情報を自ら発信するよう求められ

くシステム環境が整いつつあり、図書館が長い

るようになったことである。いわゆる電子図書

間待望していた多言語処理が始まろうとしてい

館と呼ばれる機能の一つである。これは図書館

る。越えなければならない課題は多いが、図書

という名で呼ばれるが、実質は出版に近い。図

館はこの技術に熱い期待を寄せている。情報環

書館は今までにない機能を求められているので

境を整えるため、図書館は今も自らを変えよう

ある。本来これは、事業ととらえるべきものか

と努力している。

もしれない。

最近、ナレッジマネジメントという概念が出

それにしても、インターネットである。イン

てきている。定義すら固まっていない状態であ

ターネットは時に様々な面を見せるが、その一

るが、個人のパーソナリティを、組織のために

つは巨大なデータベースとしての姿である。自

どのように活用していくか、というのがその目

由に発信される膨大な情報が、ある程度整理さ

的と聞く。言い換えると、これまで主に業務の

れ検索できるようになったとき、それは巨大な

合理化・定型化という、個性とは正反対のとこ

データベースとなって我々の目の前に現れた。

ろで使われてきたシステムが、いま個人のパー

量は力を生み、人を引きつける。私自身、貴重

ソナリティを活用するために使われようとして

な情報を得たことも一度や二度ではない。しか

いるのである。図書館職員は、情報と人とを結

しそれは全く統制のない世界である。内容も質

ぶ役割を担う専門家＝司書でありたいと願って

も様々で、泡のように生まれては消えていく。

きた。本来それは個人の資質が大きくものをい

図書館にとっては、まことに扱いづらい対象で

う分野である。そう遠くない時期に、我々は自

ある。図書館がこれにどう対処するのか、様々

身を情報資源としてシステムに組み込んでいく

な議論と試みが必要とされている。

ことになるのだろうか。それは図書館員が追い

さてそれでは、これからの図書館サービスは

求めてきたシステムなのかもしれない。

どのようになるのであろうか。それは一言でい

図書館はどこに行こうとしているのか。図書

うなら、情報環境の提供である。情報のメディ

館という建物としての空間、蓄積してきた資料、

アと流通が多様化するなか、図書館はそれらを

それを管理し活用するシステム、多様に広がり

利用できるよう、それぞれに手段を用意しなけ

ゆくネットワーク、その上に展開される情報。

ればならない。一方で、いまだ多くの情報は紙

これに、われわれ司書を含めよう。これら情報

の形で流通している。これまでに蓄積してきた

資源を統合し環境として提供することが、次に

膨大な冊子資料と合わせて、より有効な利用を

図書館の目指すものである。

図らねばならない。
さらには学外機関の情報も、

（やまだ

資源の一つとして積極的に組み込むことも必要
であろう。そしてこれら異質な情報資源を、快
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資料のより効率的・迅速な入手のために
鈴
現在は従来の紙媒体の資料に替わる電子ジャ
ーナルやインターネット上の情報など新しいメ

木

敬

二

る。今後、無料化も含めて、より簡便な方法を
検討する必要があろう。

ディアの実用化が始まった段階である。21世紀

電子ジャーナルやオンラインデータベースで

においても紙媒体の資料が無くなるとは考えら

は、論文単位で検索が可能であり、抄録を参照

れないが、これら新しいメディアの相対的な比

し、必要とあればオンラインで全文を見たり印

率は増大し、また続々と新種の情報元が出現す

刷したりすることが可能である。今後はますま

るものと考えられる。

す紙媒体から移行していくだろう。

こうした状況にあって、図書館は利用者が求

現在のところ、これらメディアは高価な価格

める資料を迅速かつ効率的に入手できるよう努

が問題となっている。特に、移行段階であり、

力していかなければならない。もちろん、前提

冊子体と電子メディアの双方を購入しなければ

としてできうる限りの資料を京都大学の資料と

ならないケースも多く問題が大きくなってい

して確保することがなにをおいてもまず重要で

る。コンソーシアム形成による価格交渉など、

ある。限りある予算で効率的に資料を収集する

今後、利用が増加していくにつれ適正な価格に

ためには、重複購入を避けることがまず考えら

なるよう図書館界全体で様々な努力が必要であ

れるが、そのためには、全ての資料を全学の共

ろう。

用資料として、京都大学の全構成員が簡便に利
用できるような条件整備が必要であろう。

WorldWideWeb上の情報も学術的に無視でき
ない状況になってきている。玉石混淆のこれら

さて、京都大学の資料にせよ、国内外の他大

の情報から学術的に有用な情報を選択・整理し

学・機関の資料にせよ、必要とする資料を所蔵

て利用者に提供することが図書館の重要なサー

している図書館を知ることが、資料入手のまず

ビスになるものと考えられる。また、今後、さ

第一歩である。幸い日本においては学術情報セ

らにインターネットを利用した新しい形態の学

ンターの目録所在情報データベースが存在して

術情報提供の仕組が出現すると考えられる。図

いるので、全国の大学図書館の所蔵を研究室や

書館員は常にこれらの情勢について監視する必

自宅からも簡単に知ることが可能である。ただ

要があるだろう。

し、現在のところ、入力されているのは全所蔵

現在の京大電子図書館システムは情報発信機

の１割程度にすぎない。遡及入力の早期完了が

能に重点を置き、貴重書の画像データベースは

強く望まれる。次に入手については、直接図書

他を圧倒して充実している。今後は、以上に述

館に出向くことなく予約や現物貸借あるいは文

べたような情報の配信機能にもさらに力をそそ

献複写の依頼がOPACから直接できるようにし

ぐ必要があるであろう。

なければならない。さらに、図書資料現物や複

その際、大量の情報の中から利用者の必要な

写物を研究室や自宅へ直接届けるようなシステ

情報を容易に選択できるシステムあるいは情報

ムが必要であろう。

源毎に異なるユーザインターフェースをいちい

ただし、現在もこの相互協力の業務の利用は

ち修得しなくても済むような多種多様な情報元

多く大変な作業となっている。今後は、全国的

に対して、統一的なユーザインターフェースを

には文献複写センター機能付きの保存図書館の

提供するゲートウェイ機能などを提供する必要

創設や複写業務の外部委託化などが検討される

があろう。

必要があろう。さらに、現在このサービスは有

（すずき

料であるが、料金徴収が大きな仕事となってい
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島 文次郎 本館初代館長略伝
廣
１．島館長の図書館界への功績

庭

基

介

ことを挙げたい。これは実現しなかったけれど

本館歴代館長の内､初期の館長では、
『広辞苑』
の作者である新村出第三代館長の名が放つ大き

も、明治期の帝国大学にあっては、驚くべき先
見性、開明性であった。

な光芒のために､初代の島館長の名はヴェール

以上に挙げた３点の事蹟は、京大だけを対象

がかけられたように薄れ、本学の教官方でもそ

にした問題ではなく、わが国の図書館史上に明

の名を御存知ない方が多いようである。

記されるべきものである。

私は1959年に
『京都大学附属図書館六十年史』

一方、本学の図書館にとっての功績は、次節

の編纂に携わったことを契機として、本学図書

以後にも触れるが、一言で言うなら、司書職員

館をわが国有数のレベルに育てて来た明治期の

を率いて、創設期につきものの困難な諸問題を

先輩職員の事蹟などを追跡するようになった。

次々にクリアし、その上に本館の内容を、単に

その結果､わが国図書館界にとって、忘れられ

一大学図書館というに止まらず、あらゆる館種

てはならない重要な事蹟が島初代館長によって

を含めても、本邦有数の地位に育て上げ、司書

幾つか果たされたことが明らかになった。ここ

養成の面でも、戦前の文部省主催図書館職員講

では、先ずそれを紹介することから始めたい。

習会に毎度講師を勤める優秀な司書を輩出さ

島館長の功績の第一に挙げるべきは、本学図

せ、その名声のゆえに、初期蔵書の核となる多

書館創設の1899（明治32）年12月11日から僅か

くの寄贈書籍を招来して、一層内容を充実させ

１カ月後の1900年２月４日に、図書館事業の啓

る基盤を作ったことである。

蒙と研究を目的として、
関西文庫協会を設立し、

２．島館長の生い立ち

その機関誌として、日本初の図書館雑誌となっ

島館長は元姓を野口といった。1871（明治４）

た『東壁』を創刊したことである。（東壁は中

年10月６日、父・野口常共と、母・恵以子の間

国の正史『晋書』の ｢天文志｣ に、文籍を司る

に誕生した。生誕地が父祖の地・長崎県諌早か、

二つの星の名前で、この二星が明るければ、書

明治政府の太政官に出仕した父の任地・東京か、

籍が集まり、道術行われ、小人退いて、君子が

は不明である。父は松陽と号し、佐賀鍋島藩支

きたる、という所からとったといわれ、名付け

藩諌早領の学校好古館に学び、かつ同館の教諭

親は、後に文学部教授、人文科学研究所初代所

福田渭水宅に住み込んで教えを受け、さらに22

長となった狩野直喜博士といわれている。功績

歳までに２度にわたり、播州林田建部藩の勤皇

の第二には､前述した関西文庫協会発会式にお

派の儒者・河野鉄兜（コーノ・テット）の塾に

いて可決された同協会会則において機関誌に触

留学し、1864（元治１）年諌早に帰って、母校好

れて ｢第４条

ビブリオテ

古館の教諭に任じた。島館長の姓が野口から島

ニ関スル論説記事

に変わったのは、この河野鉄兜塾に、豊後府内

及本会報告ヲ掲載シ之レヲ世ニ公ニス｣ とあ

大給藩出身の勤皇志士で、維新後、初代岩手県

り、これ又わが国で初めて「図書館学｣ という

知事となる島維精が暫時遊学した際に、どちら

語彙を明示したことである。

が申し込んだものか不明ながら、島姓への移動

雑誌ニハ図書館学

ックス、ヴィセンシャフト

第三に､木下広次本学初代総長も同じ意見を

が行われたと考えられる。1871（明治４）年、松

もっていたのであるが、島館長は京大附属図書

陽は官途に就くべく上京。太政大臣三条実美に

館を一般公衆に公開する方針を一貫してもって

漢詩と能書の才を認められ、太政官８等出仕に

おり、実際に公衆用閲覧室の建築予算を在任中

就職した。島文次郎が生まれたのは、丁度その

（明治33年より同43年まで）毎年要求し続けた

頃であった。松陽は1877（明治10）年、内閣少書
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記官に昇進。上司・同僚に川田剛（歌人川田順

に河野鉄兜（コーノ・テット）の塾に遊学し、

の父）
、久米邦武（後に東大教授を不敬罪で逐わ

詩と書をよくした秀才であった上に、長男の寧

れ、早大教授となる）
、巌谷修（童話作家巌谷小

斎も漢詩人としてよく知られていたことが良い

波の父）などがあった。しかし、1879（明治12）

作用をした。京都には鉄兜に敬愛の情をもつ学

年宿痾を発し、退官して養生に専念するも、1881

者・蔵書家が多かったのである。中でも富岡鉄

（明治14）年、39歳にて永眠。時に島（以後敬称、

斎と謙蔵父子、山本行範、猪熊浅麿、山田永年

職名などを略し、島とする）は9歳であった。

など、京都在住の第一級の文化人達が、若い島

島は1896（明治29）年、東京（帝国）大学文

図書館長に対して親しみの感情を持ってくれた

科大学英吉利文学専修を卒業、同時に大学院に

ことが、附属図書館のみならず、京大そのもの

進学した。文科大学の同期卒業生には姉崎正治

への京都文化人の態度・感情を和らげるのに役

（嘲風）・高山林次郎（樗牛）・喜田貞吉・黒

立ったことは測り知れなかった｣ と推測してい

板勝美・大町芳衛（桂月）・笹川種郎（臨

る。島に「任法科大学助教授、高等官7等、補付

風）・幸田成友（露伴の弟）・内田銀蔵・原勝

属図書館長」の辞令が出たのは1899年（明治32）

郎・佐々政一（醒雪）・桑原隲蔵（桑原武夫の

年11月６日付けであった。時に満28歳を迎えた

父君）・岡田正美など多士済々で、島も含めて、

ばかりであった。法科大学に籍をおかれたのは、

世に『29年組』と囃されたくらいで、このメン

1906（明治39）年まで文科大学が無かったため、

バーが帝国文学会を組織し、雑誌『帝国文学』

図書館長の職に最も相応しい分科大学が法科で

を創刊したのであるが、その初代編集室は森川

あったからであろう。その１カ月後の12月11日

町にあった島の自宅におかれていた。

に図書館が開館し、さらに２カ月後の1900
（明治

島が東大大学院で
『エリザベス朝時代の戯曲』

33）年２月４日、本稿第1節で述べたように関西

の研究を続けていた27歳の1899（明治32）年２

文庫協会の発会式を、図書館閲覧室を会場とし

月24日、京都帝国大学から、将来館長に補する

て、44人の参加者と共に挙行したのであった。

含みをもって『図書館の事項研究』という曖昧

島は開館以後、主として名古屋以西、時には

な名称の依頼を受けた。これが京大図書館との

東京・栃木も含めて、各地の蔵書家や寺社を廻

縁の始まりであった。この依頼と承諾の文書は、

って、貴重な蔵書や古文書の臨写や寄贈の依頼

図書館の庶務関係往復文書綴りに綴じ込まれて

を精力的に行った。館務の執行に当たっては、

いる。しかし、30歳にもならない大学院生に対

全館員会議を開き、業務の改変・臨時職員の採

して、何故、誰がこのような依頼を発すること

用・物品の購入などに至るまで、最も軽い職位

を決めたのか、を語る史料は見当たらない。た

の者にも発言を許し、自ら事務用目録主任、寄

だ、内藤湖南の弟子で、元台北帝大教授、京都

贈図書監督などを担当して、先頭に立って働い

国立博物館長を勤めた神田喜一郎は自著『敦煌

た。1901（明治34）年には大閲覧室に電灯設備

学五十年』において、大意次のように推測して

が設置され、午前8時から午後９時までの開館時

いる。「首都から一地方都市に落ちた京都在住

間となった。それまでは、暗くなると利用でき

の学者達は、京都帝大の創設前夜、一体どんな

なかった代償として５月から９月までは午前7時

博学の（或いは浅学の）知識教養を備えた学者

から開け、大祭祝日日曜日も開館していた。ま

が東京からやってくるのか、と冷淡な態度で迎

た、1908（明治41）年12月、図書館に関する総

えようとしていた。木下広次総長は京大図書館

長からの諮詢に応じ、図書館長、各委員の提議

の初期蔵書を急速に充実させる一法として、学

事項を審議するために、各分科大学長、教授各

内外の有志から図書の寄贈を受けたい意向を開

１名よりなる附属図書館商議会を設置するなど、

設以前から表明していたが、図書館長の人物如

草創期の図書館を熱心に唱導したのであった。

何によっては、それも進捗しない恐れがあった。

３．島館長にふりかかった非運

そこへ島館長の任命が行われたので、島館長な

しかし、逆風が東から吹いてきた。すでに

ら、野口松陽の次男であるし、松陽が青年時代

1901（明治34）年頃より、東京に住む実妹野口
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曽恵に、竹林男三郎という、東京外語学校ロシ

し、以後は第三高等学校教授を本官、文科大学

ア語科を中途退学した男が求愛していたが、

教授を兼官とする英語・英文学の研究・教育の

兄・寧斎の忌避に遭っていた。そのような状況

世界に帰って行ったのである。しかも、島は

下の1904（明治37）年、曽恵が女児を出産する

1923（大正12）年３月には、還暦までに９年も

と、野口家に風波が絶えず起こるようになる。

残したまま、すべての官職を辞任してしまった

寧斎は、森槐南門下で、明治期の漢詩人の五指

のであった。もっとも、1927（昭和２）年から

に入る著名な漢詩人であった。寧斎門には副島

京都女子高等専門学校の親授待遇の英文学講師

種臣、伊藤博文、乃木希典などの元勲や将軍が

に就任し、1943（昭和18）年まで16年間勤務し

あったことからも著名度がわかる。一方、寧斎

た。その就任早々の1928（昭和３）年、20歳年

は宿病に悩んでいた。島の祖父・野口良陽が、

下の京都女子高等女学校教諭であった高井トラ

旧藩時代、医者として診療中にハンセン病に罹

ヱと遅い結婚を迎えたことは、数少ない朗報で

ったといわれ、不幸にも寧斎にそれが顕著に発

あった。島は太平洋戦争敗戦から２カ月後の

病したらしい。1905（明治38）年５月、寧斎は

1945年10月10日、腎臓病により74歳をもって永

自宅にて38歳で急死した。
前記の竹林男三郎は、

眠した。墓は洛東鹿ガ谷法然院にある。

この病気が遺伝病であると信じ、それが曽恵に

（付記）図書館とは直接関係しないが、島の逝

発症するのを防ぐために、
当時の迷信に従って、

去後、木方庸助（神戸外大、京外大）
、中西信太

通りすがりの子供を殺害して臀肉を切り取った

郎（京大）
、黒田正利（岡大）
、堀正人（関大）、

という容疑、同時に自分を嫌忌している寧斎を

深瀬基寛（京大）
、岡本隆男（京女大）など、英

も殺害した容疑、さらに、その頃起こった麹町

文学での教え子が、島の思い出を雑誌などに発

の薬店主殺しの容疑と都合三つの殺人容疑をか

表し、いずれも、島が不幸にめげることなく、

けられて逮捕され、花井卓蔵らの弁護により前

毅然として、堂々と生涯を生き抜いた

2件は無罪となったが、薬店主殺害が有罪とな

達人

って、1908（明治41）年処刑されてしまった。

僚として勤務した岡本隆男は、夫妻の優しい生

現在でも、男三郎は冤罪であったとする説もあ

活態度を敬慕し、筆を極めて称賛している。

り、明治期最大の疑獄事件と評されている。日
露戦争勝利の報道が静まると、俄然、この事件
が新聞紙上を賑わし、添田唖蝉坊の演歌にも
『嗚呼、世は夢か幻か』と謳われて一世を風靡
したのであった。当時の時代性として、如何に
島が無関係と判っていても、いやしくも帝国大
学の図書館長ともあろう者の係累が、嫌疑だけ
とはいえ、刑事事件の加害者と被害者に擬せら
れた上、実兄がハンセン病罹患者であった事実
まで伝えられたことが、島にとってマイナスに
働かない筈が無かったと思われるのである。
これに追い撃ちをかけるように、島を陰に陽

人生の

と評し、特に島夫妻と京都女子学園で同

参照文献：田中真治編『鉄兜及其交友の尺牘』西播魁
新聞社 昭和4刊、
神陵史編集委員会編『神陵史---第三高等学校八十
年史---』三高同窓会 昭和55刊、
長崎県教育会編・発行『大礼記念長崎県人物伝』
大正8刊、
京都大学附属図書館編・発行『京都大学附属図書
館六十年史』昭和36刊、
関西文庫協会編『東壁』（復刻版）学術文献普及会
昭和49刊、
木方庸助筆『島文次郎先生を懐ふ』（『英語青年』
May 1,1946），
岡本隆男筆『牧愛舎雑筆（2）---心の絆は切れな
い---』（こころの会の雑誌『心』第7号、1985.6刊、

に支持してきた初代総長木下広次の持病の結核

堀正人の文は『京大英文学会報』第2号、中西信太

が悪化し、1907年依願退官、1910（明治43）年

郎の文は京大英文学会機関紙『ALBION』NS.No.2
（March 1953）、

８月、59歳で逝去したことは、島をして、全学
の図書館行政の長として勤務する意欲を失わせ
るに足るものであったと推測される。
島は、木下総長の病状が危険となった同年７
月25日付けをもって、図書館長の職を依願退職

黒田正利の文は同じ『ALBION』NS.No.5
（Nov.,1956）
、
深瀬基寛の文は京大教養部英語教室編『英文学評
論』第4輯（昭和32.3）。
（ひろにわ もとすけ：元法学部図書室整理掛長 現花園大学助教授）
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弁慶像の展開

−御伽草子『弁慶物語』−
池

１

田

敬

子

が、おそらくそれより少し遅れて『義経記』が

源義経という人気の高い歴史上の英雄は、
「弁慶」という腹心の家来を伴った姿で我々に

描かなかった時期の弁慶を描く作品が登場する。
御伽草子（室町物語）
『弁慶物語』である。

記憶されている。主君義経についての様々な逸

２

話は弁慶の助力を得て完成される場合も多く、

『弁慶物語』は、『義経記』巻三をふくらませ

特に晩年の悲劇の主人公義経には、常に彼をか

たような作品である。とはいえ、登場する弁慶

ばい支える弁慶の姿を欠く事ができない。

の人間像は少し異なるのだが、このことは後述

このように密着した主従のありかたを作りあげ

するとして、まず『義経記』巻三の内容と簡単

たのは『義経記』の功績である。
『義経記』は、

に比較しておく。『義経記』巻三は大きく三つ

義経の生涯のもっとも華やかな時代であった源平

の段落に分けることができる。

合戦の頃については『平家物語』諸本に譲る形で

まず第一は弁慶の誕生と比叡山に登り悪行によ

ほとんど具体的叙述をせず、その前後の時代−少

って追い出されるまで、第二は書写山炎上と義経

年時代と晩年−に焦点を絞って物語を構成する。

との出会い、第三は義経と弁慶を保護したかどで四

というより『義経記』の方法は、義経についての

条上人が捕らえられ義経が都を去るまで、である。

様々な説話を集大成していくのだが、少年時代と

一方、
『弁慶物語』は『義経記』の内容を含み

晩年の説話を熱心に蒐集したということなのであ

つつ（ただし異同あり）
、上述のそれぞれの段落

ろう。そのことは、それだけ多くの説話がすでに

の間に独自のかなり長い説話を加えて物語を構成

生まれていたことを示すのである。義経の晩年を

する。特に第一と第二の段落の間に相当する部分

支えた弁慶の描写があるためには、弁慶がいかに

には四つの説話を加えており、書写山へ行くまで

してそれ程の家来になったかといういきさつにつ

の弁慶の愉快な悪戯を書き連ねている。第二と第

いての説話も必要になってくるだろう。
『義経記』

三段落の間に相当する部分は『義経記』とは異な

には義経と弁慶の出会いを描く場面があり、さら

り、四条上人は登場せず、弁慶の比叡山での師匠が

にそれ以前、弁慶の出生と成長を描く部分もあっ

捕らえられその救出作戦となっており、晩年の義

て−それはほぼ巻三全体をしめる−、武蔵坊弁慶

経主従のありかたを暗示するような義経と弁慶の

という人物に関する説話も『義経記』に取り込ま

青年時代の姿を描いて物語を締めくくるのである。

れる前から、義経説話とともに成長を遂げていた
ことがわかるのである。

このように『弁慶物語』は、『義経記』が描
き尽くしたともいえる晩年については一切カッ

それはおそらく『平家物語』が成長していく

トし、青・少年時代の弁慶を『義経記』の叙述

時代と重なるのであろうが、
『平家物語』には弁

の隙間を縫うように描く作品、ということがで

慶の影は薄い。義経についてもその晩年は簡略

きる。このような物語は、『看聞日記』永亨六

に済ませる『平家物語』であるから、弁慶にい

年（1434）十一月六日条に、「内裏物語御用之

たるまでは『平家物語』編集者の関心を大きく

間、史漢物語六巻武蔵坊弁慶物語二巻献之」と

ひくことはなかったのであろう。
『義経記』の出

いう記録が見えるように、既に室町中期には作

現は、この意味でも必要であった。
『義経記』は

られていたものと考えることができ、『義経記』

前述のように『平家物語』が描かなかった時期

の出現に刺激されるように、弁慶の物語がまと

の義経を描き、弁慶を描いた。それがさらに次

められていったと思われるのである。そして室

の興味を引き出すのである。
『義経記』の成立は

町末期から江戸時代初期にかけて写本・絵巻

おおむね室町時代初期といえる頃と考えられる

物・奈良絵本が作られ、古活字本や製版本も江

―46―

臨時増刊号

戸時代には刊行された。

の変貌という路線の延長線上にある。しかしやは

ここで、現在知られている『弁慶物語』の諸

り『弁慶物語』は弁慶を主人公にたてる物語であ

本の主なものを紹介しておく。

る、いや「弁慶」に主要な関心を抱くところから

①穂久邇文庫蔵絵巻『武蔵房弁慶物語絵巻』

作り上げられた物語である点で、
『義経記』の叙

一

軸

述から読者が抱く弁慶像よりもはるかに愛すべき

室町中期以前成立、前述の『看聞日記』の

人物に展開しているといわねばならない。
『義経

いう「武蔵坊弁慶物語二巻」に近いものか

記』と共通する比叡山での悪行や書写山炎上や義

との説あり。現存する最も古いものだが冒

経との出会いの場面であっても、
『義経記』より

頭と書写山と最後の部分を欠く

遙かに天衣無縫、一種喜劇的な描写がなされてい

②東京大学国文学研究室蔵写本『弁慶物語』二

て、残忍な悪行というイメージは薄らぎ子供の天

巻（全三巻の下巻欠、上巻も末尾に欠あり）

真爛漫な悪戯という雰囲気が漂っている。しかも

室町末期写か。途中に「天正十一年」の年

平家に捕らえられた比叡山での師匠を救出すると

号を含む書き入れあり。

ころには、しみじみとした師弟愛が描かれてもお

③チェスター・ビーティ図書館蔵絵巻『武蔵房
弁慶絵縁起』三巻

り、
『義経記』巻三では全くみられなかった新た
な弁慶像が創出され、それが青年義経との友情に

室町末期書写か。記事内容や巻分けに①②と共通部分あり。

近いような人間関係を作り上げ二人で奥州へ向う

④京都大学国語学国文学研究室蔵写本『弁慶物語』二巻

結びにつながり、物語を超えて晩年の義経を支え

江戸初期書写か。

る弁慶へと結びついていく。
『弁慶物語』は、
『義

独自増補記事や巻分けに他諸本と異なる工夫あり。

経記』が作り出した弁慶像を、その叙述の隙間を

⑤国会図書館蔵写本『辨慶物語』二巻

縫うように新たな場面を付け加えつつ、物語が意

元和七年写の奥書あり。

図する弁慶像へと巧みに変貌・展開させていった

⑥京都大学附属図書館蔵奈良絵本、下巻のみ一冊

ということができよう。新たに物語を編集した成

本文は製本版に近い。

果は十分あがっているといわねばならない。

⑦古活字本

これら『弁慶物語』諸本のなかでも④京大国

大東急記念文庫・竜門文庫などに蔵。慶

文研究室本の独自異文はなかなかおもしろい。

長・元和・寛永ごろに刊行。

編集ミスと思われる文意の通じないところもあ

⑧製版本

ったりするのだが、飲酒戒の条や書写山への道

慶安四年刊・貞亨二年刊が知られている。

行文、あるいは屁理屈ともいえるような論理を

古活字本と製版本は一括する形で掲げたが、異

弁慶に語らせて次々と事件の展開を招く手法な

同が多いのは①から⑤の写本群である。異同とい

ど、他の写本類とは趣を異にする性格があり、

っても大幅なものではなく、御伽草子の諸本にし

京大本の編集者への興味も大いに喚起される。

ばしば見られる新しく編集される際の編者による

『弁慶物語』は、新日本文学大系『室町物語

工夫または改変の類いであるのだが、これが御伽

集』に採録されたことで今後研究が活発になる

草子（室町物語）の制作や享受に関わった人々の

と予想されるが、現状ではまだ写本群の成立順

関心や教養などの実に種々様々なものを我々に示

序も明確になっているとはいい難い。果たして

してくれる非常に興味深いものなのである。

①を物語の最も古いものといってよいのかどう

３

か不審な点もあり、新たな五巻の絵巻が発見さ

ただし、
『弁慶物語』における弁慶の人間像は

れたという話もある。今後、諸本の調査と本文

おおむね一致しており、その意味で弁慶像の推移

の研究がより進めば、弁慶の人間像はさらに展

は、
『平家物語』の断片的叙述からはよくわから

開していくかもしれないし、江戸時代の浄瑠璃

ないいささか怪しげな義経家臣群の一人という段

などの後代の弁慶像への道筋が一層はっきりと

階から、
『義経記』が作り上げた異常出生譚をも

見えるようになるだろうと期待したい。

つ申し子、比叡山の悪僧から義経の腹心の家臣へ
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（いけだ

けいこ：京都府立大学文学部教授）

静脩

附属図書館創立100周年

（1897）
明治

（1899）

30. 6.18

京都帝国大学創設。
「附属図書館、同館長」の名称が明記。

31. 7.

附属図書館最初の建築として第一書庫完成。

32. 7.

閲覧室、事務室が竣工。

32.11. 6

法科大学助教授島 文次郎 初代附属図書館長に補せられる。

32.11.29

「京都帝国大学附属図書館規則および執行手続」を定める。

32.12.11

開館（創立記念日）
。学生に閲覧證を交付。

33. 1. 5

島 文次郎、秋間琢磨、笹岡民次郎の諸氏が「関西文庫協会」の設立を発起。

34.12. 4

閲覧室に電燈装置を完備し、夜間開館を実施（午前8時[夏期は7時]〜午後9
時）
。

35.11. 1

法科大学に分館を設置し、新聞、雑誌の閲覧を開始。

36. 4.

第2書庫増設。

36. 4.12

京都帝国大学内に尊攘堂が竣工し、維新資料を保管。

41. 6. 2

（1918）
大正

（1930）
昭和
（1934）

司書官及び司書の職制が置かれた。

41.12. 1

「附属図書館商議会規程」制定。

42. 2.17

第1回附属図書館商議会開催。

43. 7.25

島 文次郎館長を免ぜられ、事務官石川 一を館長に補せられる。

44.10. 1

石川 一館長を免ぜられ、文科大学教授新村 出館長に任命（在任26年間）
。

7. 3. 31

富士川本寄贈される。

11. 6.18

本館創立25周年記念式典。

13. 6.

第1次帝国大学附属図書館協議会（東京帝大）
。

14. 7.

鉄筋コンクリート4階建の第3書庫完成。

5. 4.

指定図書制度が確立され且実施される。

8.

法経学部新館西翼2階に第2閲覧室を開室。

9. 2.

本学蔵書100万冊突破。

11. 1.24

午前10時50分頃、第1閲覧室より出火、同室全焼。

11. 9.15

本部（時計台）大ホールに仮閲覧室開室。

11.10.19

文学部教授羽田 亨館長に任命。

14. 1.17

経済学部教授本庄榮治郎館長に任命。

17. 9. 1

文学部教授澤潟久孝館長に任命。

19. 6.13

貴重文献の疎開を実施（嵯峨大覚寺宝蔵、府下南桑田郡保津村古川末造所
有土蔵へ3,054冊を疎開）
。

20. 8.14

第2回図書疎開（北桑田郡知井村、同郡神吉村）
。

22. 5.31

文学部教授原随園館長に任命。

22.10.

京都帝国大学附属図書館は京都大学附属図書館と改称。

23. 2.

本館新築完成し、事務室及び閲覧室の移転を実施（旧館）
。

23. 3. 9

京都図書館学校本館に開校（〜24/3）
。
国立国会図書館設置。

24. 6.30

本館内にクルーガー図書館開館（一般公開） 5ケ月間運用。

24.11. 8

文学部教授泉井久之助館長に任命。

24.11. 3

泉井館長図書館視察のためアメリカ出張（〜26/3/3）
。

26. 4. 7

第1回近畿地区国公立図書館協議会。

26. 7.11

文部省主催図書館専門職員養成講習会本学で開催（〜9/10）
。

28.

本館北翼に陳列室完成。

29.10.11

第1回全国国立大学図書館長会議。
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臨時増刊号

（1956）
昭和

31. 7. 1
32. 7.15
32.12. 1
33. 1.

「附属図書館マイクロフィルム複写取扱内規」制定。
法学部教授田中周友館長に就任。
地磁気資料センター事務室開設（世界4ヶ所の内の1カ所）
。
「文献複写会」結成。

34. 4.

アメリカ研究センター図書室開室（本館地階）
。

34.10. 3

岩猿事務長ALA主催「日本の図書館員のための図書館参考奉仕に関するア
メリカセミナー」に参加のためアメリカ合衆国に海外出張。

34.12. 9-10

本館創立60周年記念回顧展開催。

34.12.11

同上 式典開催。

36. 3.30
36. 4. 1
（1961）

（1964）

『京都大学附属図書館六十年史』刊行。
附属図書館部課制実施（整理課と閲覧課を設置）
。

36.12.18

本学蔵書200万冊突破。

37. 5. 1

田中館長海外出張（アメリカ他）
。

38. 7.15

田中周友館長退任、足利惇氏館長事務取扱。

38. 7.25

経済学部教授堀江保蔵館長に就任。

38.12.

開架閲覧室開設。

39. 9.
39.12.11

館報『静脩』創刊。
「京都大学図書館改善特別委員会」発足。

40. 6.23

HRAF（Human Relations Area Files）資料室開設、利用サービス開始。

41. 4. 1

図書館改善特別委員会が図書館運営近代化策について行ってきた討議をま
とめ「京都大学附属図書館報告書」を完成。その内容は学習図書館、総合
図書館、研究図書館、保存図書館の機能分析を通じて附属図書館と各部局
図書室の機能分担をハーバード大学のブライアント館長の主唱する「調整
された分散主義」に近い形でまとめたものであった。
電子複写式による文献複写業務開始。

41. 7.25

工学部教授宍戸圭一館長に就任。

42. 7.

本館大閲覧室に冷房装置設置。

43. 4. 6

新聞閲覧室開設。

43. 6. 7

全国国立大学図書館長会議を改組し、全国国立大学図書館協議会と改称。

43. 7.26

第2閲覧室と雑誌室を開設。

43.

学内全般の図書利用促進のため「学内図書相互利用書」の様式を統一。

44. 5.15

第1回日米大学図書館会議（東京）
。

44.12.24

商議会に、大学改革の中での「図書館問題を考えるための委員会」を設け
る。

第1回会議を開催。

45. 2.13

図書館職員による「大学図書館改革問題懇談会」スタート。

46. 3.

商議会にて上記委員会の報告をまとめた。その内容は附属図書館のほかに
医学図書館、社会科学図書館、人文科学図書館、農学図書館、宇治地区自
然科学研究図書館などのほか部局単位に構成されるものも考慮した京都大
学のライブラリー・システムの試案を提示し、さらに図書館業務の機械化
についても提言している。

（1971）

46. 4. 1

人文科学研究所教授平岡武夫館長に就任。 業務機械化委員会設置。

46. 5.18

本学蔵書300万冊突破。

47.10.15

第2回日米大学図書館会議（アメリカ合衆国）
。

48. 4. 1

法学部教授林 良平館長に就任。

49. 4. 1

総務課設置、3課となる。

50. 1.20

商議会に「附属図書館運営改善に関する委員会」を設ける。

50. 5. 6

「研究者の情報要求と利用に関する調査」5大学を対象に実施。

50. 9.

商議員の構成で「学生用図書附属図書館選書委員会」が設けられる。
附属図書館運営改善に関する委員会・第1小委員会で図書館近代化を答申
し、そのために附属図書館の新営が必要であるとの見解が示された。

50.10.28

第3回日米大学図書館会議（京都）
。

―49―

静脩

附属図書館創立100周年

（1976）
昭和

51. 3.

本館建物鉄筋コンクリート中性化試験実施。

52.10.

蔵書10万冊移動。

52.11.

附属図書館運営改善に関する委員会・第1小委員会『附属図書館の改築と改
善に関する意見書』をまとめ答申。

53. 1.

附属図書館運営改善に関する委員会・第2小委員会『附属図書館の管理・運
営に関する意見書』をまとめ答申。

53. 5. 6

商議会に機械化等に関する委員会設置。

53. 7. 4

商議会に施設サービス委員会設置。

53. 7.

商議会に建築委員会設置。

53.10.

開館時間延長（午後7時から午後8時へ）
。

54.12.11

附属図書館創立80周年記念式典（展示会、図書目録の機械化実験デモ）
。

55. 1.29

学術審議会『今後における学術情報システムの在り方について』答申。

55. 4. 1

学術情報掛新設。
開館時間延長（午後9時まで）
。

55.10.

「学術情報問題調査検討委員会」
（林委員長）中間答申。

56.

国立国会図書館 Japan MARC頒布開始。

56. 1.

附属図書館新営に関するWG発足。

56. 3.27

商議会 附属図書館新営計画決定、新営に当たっての全学的図書収蔵計画決
定。

（1982）

56.12.26

附属図書館新営着工。

57. 1.26

本学蔵書400万冊突破。

57. 4. 1

工学部教授高村仁一館長に就任。

57. 7.19

図書館業務機械化準備作業班設置要項（館長裁定）
。

58. 1. 1

附属図書館に国立国会図書館分類表（NDLC）採用。

58. 4. 1

閲覧課相互協力掛新設。

58.10.20

附属図書館新館竣工（建築面積 2,477.86㎡、延床面積 14,011.25㎡）
。
全学校費からの予算配分を得る。

59. 4. 1

工学部教授西原 宏館長に就任。

59. 4. 9

新館開館、小型電算機（V830）による閲覧システム導入、工学部化学系雑

書庫掛,学術資料掛と名称変更。

誌の集中配置（工学部図書掛4階へ）
。
59.12.24

附属図書館調査研究室設置。

60. 1.

バックナンバーセンター利用開始（約11万冊 6,400title）
。

60. 1.

京都大学規程および京都大学附属図書館図書館商議会規程全面改正。文献
情報センター所管学術情報システムに参加、 FACOM M-340 および端末27
台導入（内6台は部局）
。

60. 4.

整理課学術情報掛および閲覧課参考調査掛を設置。

60. 6.

東京大学文献情報センターと接続開始。

60. 9. 9

学内図書館（室）文献相互利用制度発足。

60.11.

附属図書館オンライン情報検索サービス（JOIS、Dialog）開始。

61. 4. 1

文学部教授西田龍雄館長就任。
AVブース室利用開始。

62. 3.20
62. 6. 2

附属図書館における学外者の利用に関する考え方（骨子）制定。
理工学系外国雑誌センター館の指定を受ける（484title）
。

63. 2.29

『京都大学蔵大惣本目録』
（第一分冊）刊行（H.2年3月3分册完結）
。

63. 3.

『新入生のためのLibrary Guide』発行、以後毎年発行。

63. 4. 8

課・掛名称変更、情報管理課（旧名整理課）情報サービス課（旧名閲覧課）
雑誌・特殊資料掛（旧名学術資料掛）
。

63. 9. 1
64. 7. 1
64. 7. 6
（1990）
平成

2. 1.

オンライン目録検索（OPAC）運用開始。
「近畿北部地区国立大学図書館機械化連絡委員会」設置。
英文利用案内の作成。
附属図書館電子計算機更新（FACOM M-360）端末108台。利用者端末6台に。
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臨時増刊号

（1990）
平成

2. 2.19
2. 3.26

電算化にともなう目録講習会。
「京都大学における図書館資料の不用決定および廃棄に関する取扱要領」
制定。

（1991）

2. 4.

学内LAN「KUINS」運用開始。

2. 8.

CD-ROMによる検索開始。

2.10.

OPAC/TSS運用開始。

3. 3. 3

電子ファイリングシステム（EFS）宇治地区間と運用開始。

3. 3.

貴重書指定等審査委員会（第1回）開催。

3. 7.31

附属図書館報『静脩』通巻100号（Vol.28,no.1）
。

3. 9.18
3.10.
4. 4. 1

6点を新たに指定。

本学の蔵書500万冊突破。
『鈴鹿本今昔物語集』寄贈される。
文学部教授朝尾直弘館長に就任。

NACSIS-ILLシステム利用のサービス開

始。
4. 5. 1

官公庁完全週休2日制 土曜開館（10:00-17:00）
。

4.10. 6

第5回日米大学図書館会議（東京

4.10.12

日米ワンデイセミナー開催（京都外国語大学）
。

〜10/9）
。

5.10. 4

放送大学学生に利用証交付。

6. 1.

附属図書館電算機更新（M-1400/20）
、稼働開始。

6. 9.26

「吉田松陰とその同志」展で電子図書館実験システム(Ariadne)による電子
展示。

7. 1.17
7. 1.

阪神・淡路大震災発生 神戸地区を中心に被害甚大。
神戸商船大学附属図書館(1/26, 3/22-27)、神戸大学附属図書館(2/13-15)復旧
支援。

7. 3. 6
7. 4. 1

『京都大学附属図書館の将来構想（中間まとめ）
』 商議会へ提案。
工学部教授長尾 ⁄館長に就任。

7. 4.18

附属図書館商議会専門委員会開催（第1回）
。

7. 5.

日曜開館スタート（10:00-17:00）
。
CD-ROMサーバ・ネットワーク検索システム運用開始。

8. 1.

インターネットホームページ開設。

8. 4. 1

附属図書館研究開発室設置（学内措置）
。

8. 4. 5

館内リニューアル（入退館機の更新、新聞雑誌閲覧コ-ナ-の新設）
。

8. 6.

『鈴鹿本今昔物語集』国宝に指定。

8. 6.26

次期システム全学検討会議（於AVホール）
。

9. 4. 1

工学研究科教授万波通彦館長に就任。
電子情報掛新設。和書目録情報掛と洋書目録情報掛は目録掛となる。

9. 6.

商議会に電子図書館専門委員会設置。

10. 1. 6

電子図書館システム稼働（電子図書館化推進経費予算化）
。

10. 3.

総合情報メディアセンター端末を附属図書館内に配置。

10. 3. 2

電子図書館システム披露式開催。

10. 4. 1

経済学研究科教授菊池光造館長に就任。
電子図書館システム本格稼働。

（1999）

10. 4.13

全学共通科目「情報探索入門」
（提供部局および附属図書館）開始。

11. 7.12

全学図書館・室対象に利用者アンケート調査実施（〜7/23）
。

11.10.22

本学OPACデータ入力100万冊突破

11.11.29

附属図書館創立100周年記念式典（公開展示会、記念講演会）
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33.12.10−11

附属図書館創立１周年記念展覧会

34.12. 8−10

附属図書館創立２周年記念展覧会

36. 4.12−13

尊攘堂竣工、本館創立３周年記念展覧会

37.12.11−12

附属図書館創立５周年記念展覧会

39. 4. 1

西洋図書展覧会

42.12.10−12

附属図書館創立10周年記念医書展覧会

4.11.12−13

大典奉祝陳列展覧会

7. 4.20

京都帝国大学附属図書館展覧会

8. 5.10
11. 5.12−13
昭和

日本書紀編纂1200年記念展覧会
日英関係史料展覧会

3.12. 3− 7

大典奉祝勅版官版及藩版図書展覧会

5. 5.18

本学創立記念図書展覧会

12.11.21−23

近衛家寄託書展覧会（共催：文学部支那学会）

17. 6.18

戦争に関する新聞展

19. 6.18

西園寺公関係図書展

22.10.26−27

本学創立50周年記念附属図書館所蔵貴重書展

23.10.30−31

本館所蔵貴重書展

25. 6.29− 7. 1

新着米国図書展示会

26. 3.28

イスパニヤ文庫展

12. 8

清家（舟橋家）旧蔵本展（共催：文学部支那学会）

27. 6.21

佐藤家寄贈和算図書展

28.10.31−11. 1

近世文学展

29. 4.19− 5. 8
6.18−25
10. 9−15
30. 3.29− 4.10
6. 9−11
10.28−11.12
31. 5.21−26

本学創立第57周年記念資料展
西洋古文献展
朝鮮古文献展（共催：文学部朝鮮学会）
医学関係稀覯図書展
シラー没後150周年記念展（共催：文学部ドイツ文学研究室）
図書館学関係及び稀覯図書展（共催：日本図書館学会）
図書及び印刷の変遷史展

6. 9

ハイネ百年祭記念展（共催：ドイツ文学会）

6.16−20

北村季吟250年記念展

9.17−22

附属図書館所蔵重要文化財図書展

10.29−11. 2
32. 2.18−27
10.21−26
11.14−20
33. 7. 4− 8

私家限定版袖珍本展
イタリア図書展
谷村文庫展
法隆寺資料展
イタリア図書展

10.15−18

維新資料展

10.27−11. 8

奈良絵本展

34. 4.30− 5. 2

重要文化財図書展

5.13−15

京都祭礼関係図書展

9.17−19

徳川本源氏物語絵巻複製展

11. 2− 7

読史会創立50年記念（共催：文学部読史会）

12. 9−12

附属図書館創立60周年記念回顧展
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36. 4.20
5.23
11. 7
37. 2. 9
4.10−14
5.12−14

浮世絵師さし絵本展
英国新刊学術図書展（共催：英国文化振興会出版文化国際交流会）
書物の歴史展
大仏左掌拓本展
貴重書展
上方蘭学者展

10. 2

源氏絵巻展

12.17

ソ連学術図書展（共催：出版文化国際交流会）

38. 4.10−13
6. 3− 6

日本文学貴重書展
谷村文庫展

10.29−11. 1

維新資料展

11.21

英国書写名品展（共催：英国文化振興会）

39. 9.29
10.28−30
40. 2. 9−12

ルーマニア図書展
北村季吟展
アメリカにおけるアジア研究資料展（共催：京都アメリカ文化センター）

4.12−15

京都大学貴重書展

6.14−17

ダンテ図書展

9.27−30
11. 9−11
41. 4.11−14
10.26−28
11.18−12. 3
42. 4.11−13

マグナカルタ写真展
歌人小沢芦庵没後165年記念展
維新資料展
古記録展
現代フランス書籍展（共催：関西日仏学館）
京都大学貴重書展

4.18

アメリカ

4.24

英米大学出版局図書展

ペーパーバック図書展

5.22

米国政府刊行物展

6. 5

エーリッヒ・ケストナー；その生涯と作品展

7. 6

世界理工学図書・雑誌展（共催：出版文化国際交流会）

9.18

イルザ・フォン・ライストナー彫刻展（共催：日独文化研究所／日本ゲー
テ協会）

11. 7−10
43. 1.24−26

維新資料展
徳川・明治期心理学関係図書展

4.11−12

京都大学貴重書展

5. 8−22

トーマス・マン展覧会（共催：日独文化研究所／日本ゲーテ協会）

45. 3. 9

ドイツ図書展（ドイツ新刊書展）
（共催：ドイツ出版協会／出版文化国際交
流会）

4.27

OECD資料展示会

5.13

英国図書展（共催：英国文化センター）

46. 5.11−13
11.16
47. 5.24−26
11.20−22
48. 6. 6
11.20−22
49. 4.17−19
12. 3− 5
51. 6. 9

附属図書館所蔵貴重書展
社会主義国図書展（共催：出版文化国際交流会）
京都の地誌・史料展
京都諸家伝世本展
絵巻物展
附属図書館所蔵「古地図展」−東洋を中心として−
附属図書館所蔵貴重書展
附属図書館図書展「欧米人の見た近世の日本」
英国二次資料展示会

10.20

外国雑誌展示会

11. 8−10

フランス社会思想史資料展

52.10.25−27
11. 8−10

法制史関係資料展（共催：法学部）
フランス新刊図書展（共催：出版文化国際交流会）
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54. 5.14
12.11
59.10. 1− 5
11. 5− 9
60.10. 3− 5
4.11−17

附属図書館貴重図書、二次資料展示会
世界の本展（共催：出版文化国際交流会）
京都大学附属図書館所蔵

重要文化財指定図書展

漢籍善本展覧会（共催：文学部）
京都大学附属図書館善本展−京都諸家伝世本及び奈良絵本−

10.14−19

黎明期の新聞展

11.14−16

経済学古典文献展示会（共催：経済学部）

61. 4.11−17
11.20−28

近世京都展−景観・文華・生活−
洋学史資料展−近代日本学術の源流−

62.11.16−28

揺籃期の京都大学−創立90周年記念展−

63. 4.11−20

近世人の読書−大惣本をめぐって−

11.15−22
平成

フランス大使館寄贈フランス図書（自然科学）展

1.11.20−12. 9

ジャーナリズムの源流−経済学部所蔵上野文庫展−（共催：経済学部）
維新資料展−屏風・器物・額−

2.11.27−12. 7

和漢書古典籍のさまざま

3. 4.17−26

原典でみる 近代ヨーロッパ思想の歩み−京都大学経済学部所蔵上野文庫
展−（共催：経済学部）

11.14−22

東アジアの文字と文献（併設展：最近の貴重書）

4.12. 1− 9

洋学資料展

5.12. 1−10

京洛出版の軌跡−五山版、古活字版、八文字屋本−（併設展：古典籍の修

江戸期における翻訳の世界（併設展：重要文化財等の紹介）

復と複製）
6. 9.26−10.28

吉田松陰とその同志

7.10.16−27

舎密局から三高へ（共催：総合人間学部）

8.11.11−17

「今昔物語集」への招待−鈴鹿本「今昔物語集」国宝指定記念−（同時展
示・重要文化財指定図書）

9.10.28−11.24
10.10.31−11.15

京都大学創立百周年記念展覧会「知的生産の伝統と未来」
日本の西方・日本の北方−古地図が示す世界認識−（室賀コレクション古
地図展）

11.10. 1−10. 5

京都大学経済学部創立80周年記念古典文献展示会（主催：経済学研究科）

11.11.24−12. 7

附属図書館創立100周年記念公開展示会「お伽草子−物語の玉手箱−」

＊詳細は、http://ddb.libnet.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/history̲tenji.htmlをご覧ください。
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あとがき
◆本特集号は、附属図書館百周年記念事業のひとつとして編集したものである。巻頭
言の長尾総長はじめ歴代附属図書館長からご多忙のところ玉稿を賜った。回顧編では、
これまでにさまざまな形で附属図書館に勤務され、それぞれの時期に責務の一端を担
い今日の附属図書館へと引継がれた方々から、当時の追憶や体験について寄稿してい
ただいた。いずれもきわめて貴重な証言であり、図書館正史に現れていない事柄も多
く図書館外史とも言える重要な記録となった。◆附属図書館百年のあゆみにも見られ
るように、明治、大正、昭和、そして平成へと長い歳月を経て、図書館システムもそ
の業務も大きな変貌を遂げてきた。現在編で、図書館活動の現況として電子図書館に
代表される現在の諸業務システムの概要を現スタッフが紹介した。展望編では、近未
来の図書館システムについて展望をお願いした。商議員、院生、学生からいただいた
ご指摘は利用者からの声として、また、附属図書館に対する点検・評価と受け止めた
い。◆廣庭氏による本館創設期の島文次郎初代館長略伝に関する論文は百周年記念号
に相応しい調査と研究の成果である。また、今回、池田氏に百周年記念講演会として
御伽草子「弁慶物語」に関しご講演を願ったが、その講演梗概を掲載した。◆ご寄稿
いただいたすべての方々に対し深甚の感謝を申し上げる。なお、今回の原稿依頼は、
発行までの時間と紙幅の制約とから、ごく一部の方々にのみお願いするという結果と
なった。本号をご覧になられた先輩諸氏の中で、記憶を活字に留めたいという方がお
られるなら、『静脩』は次号にも百周年関連記事を掲載する予定であり、ぜひとも原
稿をお寄せいただきたくお願いする次第である。
（附属図書館事務部長 熊谷俊夫）

編集委員
附属図書館
附属図書館
附属図書館
附属図書館

熊谷 俊夫
石井 保廣
長坂みどり
堤
豪範

附属図書館
附属図書館
附属図書館
文

学

部

澤居 紀充
松田
博
後藤 慶太
渡邉
誠

附属図書館年表作成：奥

典子（百年史編集史料室）
附属図書館展示会の歩み作成：後藤 慶太
写
真
提
供：廣庭 基介氏及び百年史編集史料室
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