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私達はグーテンベルグを超えられるか？
附属図書館長新任あいさつにかえて

●和田敬四郎

１）図書との出会い

小学生の頃，教室の片隅に本棚があり，何冊か
の本が並んでいた。読む生徒などだれもいなかっ
た。本を読むより教室の外には面白いものがいく
らでもあり，どこそこの川のどこそこのよどみに
フナが群れているとか，どこそこ山のグミが実り
だしたとか。仁蔵さんとこのドングリの木のウロ
にヒラタクワガタのでっかいのがおったとか。休
み時間はそんな話で持ちきりになるのが普通だっ
た。農繁期には猫の手も借りたい時期で，背中に
弟や妹をくくりつけたままで教室に座っている生
徒もいた。学校まで飼い犬が付いてきて，仕方が
なく教室の外に縄で縛ってあったこともあった。
先生も生徒もそれが悪いこととも，別段変わった
こととも思わず，何も言わなかった。テレビもテ
レビゲームもない時代，放課後，担任の先生が本
棚の本を毎日少しずつ読んでくれるのが，最大の
楽しみだった。江戸川乱歩の「少年探偵団」や「怪
人二十面相」などは最も人気があった。私が手に
した最初の本は，お年玉代わりに買ってもらった
「子鹿物語」だった。かなり大きな本で，読みが
いのある本だったが，何度も何度も読んだ。読む
うちに自分で森の中を歩いてでもいるような錯覚
さえ覚えた。印刷された文字が私の頭の中で再構
成され，実際の経験に近いものとして投影される
のだ。本を読むことを通じてこんな楽しい思いを
したことは今までにない。これが私の本との出会
いである。

２）書籍の発達

書籍の発達は印刷技術の発達と密接である。文
字文化の発達は文字を記すものと同時に発達する
必要がある。粘土板上に文字や文様を刻み込んで
記録を残したり，亀の甲羅に刻み込んだ中国の殷
代の文字などがある。エジプトでは古くからパピ

ルス（写真参照）の繊維で作られた紙に絵や文字
を残している。印刷技術が発達する前にも既に木
彫り“はんこ”のようなものを用いて紙に印刷
された教典が残っている。なんと言っても１５世
紀のグーテンベルグ（本当の名前は Johannes

Gensfleisch（１３９４－１４６８））の印刷術の発明は驚
異的であった。短時間に多数の本を印刷すること
ができ，値段も安くなったに違いない。今，私の
持っている最も古い本は，あの有名なダーウイン
の『種の起源』のリプリント版で１９５６年の印刷で
ある。最近の教科書は４～５色のカラーをふんだ
んに用いたカラフルなものが多く，カラー写真も
数多く取り入れられている。見やすさ，豪華さの
点で違いはあるものの，本は，火災にあったり，
水害にあったりしなければとにかく残る。いろい
ろの人が手にとって見ることが出来る。
大学の４年になって自分の研究に関連した論文
を読む必要が生じ，暇さえあれば図書館に通って，
論文を一字一句，図や写真も含めて書き移したも
のである（今はどこへやったかわらないが，最近
までいくつか記念に残してあったはず）。その当
時はコピーの機械もなく，みんなそうしていた。
５，６ページの短い論文でも書き移すには１週間は
かかったろう。

金沢大学附属図書館報

和田敬四郎

わだ けいしろう

２０００年４月から

附属図書館長。

大学院自然科学研究科

（生命科学専攻）教授。
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３）コンピューターの発達と図書館

コピー技術の発達もグーテンベルグの印刷術の
発明に近い貢献をしたと私は思っている。最近で
は高速のコピー機を使うと１００枚のコピーが２分
以内で終わる。手で書き移した時代と比べると，
いろいろのファクターを考慮して少なめに見積
もっても３００倍以上のスピードである。しかも正
確で，読みやすく，多くの人に手渡すことも容易
である。
このくらいは驚くに当たらない。コンピュー
ターが進歩・普及して，事情はまた一変した。大
学入学時に全ての学生にコンピューターを購入さ
せ，自由に使えるようになることを必修にしてい
る大学も増えてきた。いろいろの連絡事項も講義
のレポートの提出もネットワークを使用する。巷
でもコンピューターで買い物をし，携帯電話と直
結したネットワークでコンサートの予約もする時
代である。印刷された書籍だと一度に一人しか利
用できないが，電子化された書籍は同時に何人で
も，遠く離れた人でも利用できる。図書館にどん
な書籍があるか，以前はカードに記入されたもの
を頼りに検索していた。いろいろの方法で検索す
るためには幾通りもの検索カードを用意しなけれ
ばならない。それだけでも大変なことであった（現
在も多くはカードに頼っている）。検索のような
作業に最も適しているのがコンピューターである。
一つのデータベースで幾通りもの検索が自由にで
きる。何人もが同時にできる。また最近では電子
化されて配信される学術雑誌（On−Line Journals）
も多くなり，自分のディスプレイ上で読むことが
できる。必要な論文は即座にダウン・ロードして
印刷することもできるし，自分のコンピューター
にストックして好きなときに読める。これが近未
来の電子図書館である。それでは全て電子化して
しまって良いものだろうか。

４）情報の寿命

私が大学院生の頃，１９６７年に世界中から有名な
研究者が集まり，国際シンポジウムが開かれた。
録音係として手伝った記憶がある。昨年，３２年ぶ
りに，その折のオープンリールのテープが見つか
り，私の手元に届けられた。ラベルを見ているう
ちにその当時の記憶がおぼろげながらよみがえっ
てきた。しかし，どこにも再生装置がなく，録音
テープを聞くことができない。八方手を尽くして
やっとみつけた鹿児島の業者に頼んで，カセット
テープにダビングしてもらった。私のポスドク時
代のボスの講演だけコピーをたくさん作り，ゆか
りの人々に送って大層喜ばれた。オープンリール
のテープに録音された情報がもう少しで死ぬとこ
ろだったのである。先に書いたダーウインの『種
の起源』のリプリント版は１９５６年の印刷である。
この本は少し傷んではいるものの，書籍としての
情報は全く元の姿のままである。１９５６年印刷の本
なんて書物の世界では古くもなんともない。何百
年もたったものがたくさんある。それに比べて録
音テープ，ビデオテープ，フィルム，CD，そし
て光ディスク，コンピューターのハードディスク，
これらの寿命がどのくらいなのか。誰が答えてく
れるのだろう。コンピューターの世界は特に進歩
が激しい。私のパソコンは５年前に買ったもので
すから，……と言ったら，『先生，あなたのパソ
コンは人間に例えればもう６０歳くらいでしょ
う。』と言われたことがある。

おそらく未来の図書館は，ひと気のない静寂の
空間になるのでないだろうか。書庫の中にはロボ
ットが急ぐでもなく，あわてるわけでもなく行き
来して，書籍を出したり入れたりしている。全て
の書籍は電子化されていて，世界中から２４時間絶
え間なくアクセスされている。しかしながら印刷
された情報はまだまだ死にそうにない。いや，死
ぬわけにはゆかない。情報の保存はいろいろの形
態で行われねばならないだろう。グーテンベルグ
万歳！である。
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パピルス。パピルス紙
に書かれた文書は２０００
年以上経過した現在で
も読むことができる。
（写真は週刊朝日百科
『植物の世界』１１６号
p．２４８から）

左端のものがオー
プンリールテープ。
わずか３０年で読み
取りの危機が訪れ
ている。フロッピー
やCD，MOは ど
うか？
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第５１回金沢大学暁烏記念式記念講演

ま ん し けんみょう え みょう

近代仏教の「実験」－満之・顕明・恵猛

●阿満利麿
明治学院大学国際学部教授

今年度の暁烏記念式は４月２８日午後，附属図書館で

行われました。式後，標記の演題で阿満利麿氏の記念

講演があり，市民を含む５０余名の出席者に感銘を与え

ました。以下はその要旨です。なお，講師のご承諾を

得て，講演記録の全文を附属図書館ホームページに掲

載しておりますのでご覧ください。

宗教とは何か

オウム真理教事件は，日本人の宗教意識をめぐ
る問題が何処にあるかを明らかにした大きな出来
事だったと思います。当時の新聞を見ますと，社
会の安寧秩序を危うくするものが宗教と言えるの
かという投書があちこちに出ていました。殺人を
やられちゃかなわないが，社会に対して働きかけ
ていく行為のない宗教というのは，はたして宗教
であろうか。明治維新少し前，外交条約の文章を
翻訳するときに，Religionの訳語として「宗教」
は造語された。宗教という言葉が生まれて１０年も
経たず無宗教という言葉がはやる。それが現代に
いたるまで使われ続けてきた。宗教は個人の私事
だという考え方も，明治以降の日本人の宗教観が
痩せていく段階で生まれてきた。キリスト教を明
治国家が受入れるに際して，天皇制国家として布
教について制限を設けた。この考え方が大日本帝
国憲法の中の「信教の自由」の規定に結びついて
行く。ここで「宗教は個人の私事である」という
考え方が根づいていくことになった。しかし，宗
教集団にとって布教は命です。本来であれば強い
抵抗が生じてもよかったはずですが，日本では正
面からノーという動きをした宗教集団はあまりな
い。宗教とは何かが十分に議論されずに，結果的
に明治国家を支えることが優先されてしまった。
そういう中で宗教的価値を絶対的として，宗教的
真理に立って社会に積極的に参加していくことを

試みた人たちがいた。

三人の実験

清沢満之が偉いのは，宗教と道徳が違うとハッ
キリと言ったことです。満之が亡くなる最後の年
に書いた論文の中で，所詮人間は道徳を完全に実
行できる存在ではない。それが分かったところに
生まれてくる世界が宗教なんだ。道徳がやたら尊
重されることは，宗教の立場から言えばおかしい
と繰り返し述べています。この論文が書かれた少
し前には教育勅語が出ている。そういう時代に，
道徳は所詮は敗れるためにあって，宗教はその敗
れたところから出発すると言っている。もう一つ
素晴らしいことは，道徳が敗れたあとに成立する
信仰の世界が，社会との関わりの中で生き生きと
した姿をとると強調していることです。宗教を信
じている人間は，宗教的世界と世俗の世界という
二つの世界を同時に生きるものだ。大切なことは

金沢大学附属図書館報

阿満利麿●あま としまろ
明治学院大学国際学部教授

専門は日本文化論，仏教文化論
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同時に生きるところです。具体的にどういう生き
方を彼は残したのか。必ずしも満足すべき内容で
はなかった。しかし，少なくとも宗教を単なる宗
教的世界，ましてや現実世界と飛び離れた世界に
求めていたのではないということだけは非常にハ
ッキリしていると思います。
宗教的信仰にもとづいて，現実の社会に積極的
に関わっていく具体的な道筋をつけてくれたのが
高木顕明です。満之より一歳年下です。真宗東本
願寺の学校を卒業して和歌山県の末寺に派遣され
る。そのご門徒のほとんどが被差別部落の方々で，
そういう人たちと一緒に暮らすなかで，彼は水平
社運動に先立って部落解放を考え，クリスチャン
より先に反戦論を唱え，かつ廃娼運動を実践して
いた。世間的には社会主義者と見なされ，大逆事
件に連座して死刑の判決を受ける。翌日終身刑に
減刑されたが，釈放される可能性がないと分かっ
て自殺をした。彼の残した文章で次のように述べ
ています。「自分が社会主義者たちと深い関係を
持つようになったのは，自分の信仰のなせるとこ
ろである。自分の行為をもし社会主義と言うのだ
としたら，その社会主義は宗教から出発している
んだ。他力の信心を得て，阿弥陀仏の慈悲を実践
しようという強い決意を抱く。その実践の内容は
具体的には平等の慈悲に支えられた向上進歩と共
同生活の実現だ。」徹底した非戦論にもとづく平
和の実現，社会的差別と蔑視を否定していく平等
主義が向上進歩の中身だと思います。また，それ
ぞれが働いて得たその余力をもって，人間にとっ
て一番大事なことを身につけて行くことができる
共同生活を彼は理想としていた。ここで言った徹
底した非戦論にもとづく平和の実現も未だにでき
ていない。ましてやこれからの社会でどういう共
同生活を組み立てていくのかというのは，まさに
現代の社会倫理の課題です。
今村恵猛は満之の４歳年下です。開教師として
アメリカへ渡って３０年間戻らず，ハワイで亡くな
りました。彼がハワイでやろうとしたこと自体が，
仏教的信仰にもとづく社会倫理を創り上げて行く
一つの大きな「実験」であったと思います。彼は
布教の対象であるアメリカ社会を移民によって創
り上げられた多元的社会で，言論と信仰の自由を
本質とする社会であるとし，親鸞仏教の本質を問
い返し，いかなる差別も認めない徹底した平等主
義が，アメリカで花開ていく仏教の核にならなく
てはいけないと主張する。彼は英文のパンフレッ

トで，信仰は個人の内面に止まるものではなく，
社会悪とか社会の矛盾に真正面からぶつかる勇気
を与えてくれるものだと言って，非戦論を正面か
ら説く。しかも１９１８年５月１日の日付をつけてい
る。信仰に生きることとメーデーに代表される労
働運動とは別物ではないという思いがあった。

「実験」の継承

信仰を単に個人の内面に閉じ込めるのではなく
て，今村恵猛のように社会的な参加の根拠として
見ていく，あるいは顕明のように差別される人と
ともに生きることによって，どのような社会のあ
り方がいいのか考えた人たちがいたということで
す。特に恵猛の場合は，最終的には法律や制度の
改変に関わることが，信仰に生きるものの務めだ
ということです。顕明の場合，慈悲は個人的な徳
目をこえて，社会を作り変えていく原理になり得
る可能性を示した。満之によって宗教的価値は絶
対的で，信仰は社会生活の具体的な局面の中で試
されて行くと明言された後に顕明や恵猛のような
人たちが出てきた。しかし，残念なことにそうい
う伝統は大逆事件の後パッタリと無くなってしま
う。恵猛の場合は海外のことだということで，誰
もそれは日本人の問題だとは考えなかった。暁烏
記念式がこれからも続いていくとすれば，彼らの
「実験」を引継いで行くことは大きな意味を持つ
のではないか。 （まとめ 広報委員会）

こ だ ま 第１３８号 ２０００年７月１日

暁烏記念式は，１９５０年４月２９日に仏教哲学者暁烏敏
（あけがらす はや）氏から本学へ蔵書約５万冊が
寄贈されたことを記念して，毎年開催されているも
のです。暁烏文庫は中央館保存書庫で公開されてお
り，現在目録のデータベース化が進行中です。
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きれい，広い，利用しやすい！

医学部保健学科図書室が

新装オープン

鶴間キャンパスで進められていた医学部保健学

科３号館工事が完成し，保健学科図書室も引っ越

しを終えて４月１７日に新装オープンしました。書

架，閲覧席，カウンターなども新調され，明るく

快適な図書室になって利用者の評判も上々です。

文献資料群も整備が進んでいます。図書や雑誌

はほぼ全点が書架で自由に利用できるようになり

ました。OPAC（金大の蔵書検索システム）への

登録も順調に進行して，今年度内にはこの図書室

の資料はほぼ全て OPACで検索可能になる予定

です。

情報検索用パソコン２台，カラーコピー機の他，

グループ学習室と AVコーナーが新設され，学習

・研究機能の充実もはかっています。

★保健学科４年生のお二人にインタビュー

してみました。

…この図書室の印象は？

「居ごこちがいい。きれい。以前の図書

室より広くなったと思います。」

…図書室をどう利用していますか。

「情報検索で「医中誌」やMedlineをよ

く利用します」

…今後に対してご希望は？

「他の曜日も夜に開けてほしいです。」

とのことでした。図書室への期待は大きい

ですね。

■保健学科図書室 利用案内

利用資格

学内の方ならどなたでも利用できます。学生証あ

るいは「附属図書館利用券」で貸出も可能です。

開室時間

電話

０７６－２６５－２５１８ FAX０７６－２３４－４３５５

曜日 平常 休業時
（春，夏，冬季等）

月・水 ８：３０－１７：３０ ８：３０－１７：００

火・木・金 ８：３０－２０：００ ８：３０－１７：００

土・日・祝 休室 休室

１．図書室に入ると明るい窓
辺にゆったりと閲覧席が。学
生だけでなく看護婦さんの利
用も多くなりました。

２．医中誌（『医学中央雑
誌』）の記事検索，Medline
の検索，OPACが利用可能。
カラーコピー機も設置。

３．保健学分野の図書と雑誌
を収集，自由に手にとって利
用することができます。

４．図書室にない文献でもカ
ウンタースタッフが入手のお
手伝いをします。お気軽にご
相談ください。

金沢大学附属図書館報

１２
３４
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図図書書館館のの

トトピピッッククスス

総合科目「大学図書館への招待～
みずから学ぶ，図書資料を楽しむ～」
７３名登録で開講中

この科目が開講されて今年で３年目になります

が，文学部・法学部・経済学部・理学部・工学部

の先生方の講義や実習のほか，図書館職員が担当

して金沢大学にある資料の解説や図書館のサービ

ス内容について，また，パソコンの利用法などを

実習しています。今年の受講登録者は７３名あり内

１年生は５７名，学部別には法学部が最も多く１９名

です。今年の予定もあと数回です。受講されてい

る方もされていない方もレポート提出の時期です

ね。図書館にあるさまざまなツール（道具）を使っ

て一工夫したレポートを提出して下さい。

（参考調査係）

「図書館利用説明会」を開催，
役立つ情報資源を紹介しました
（中央館）

５月から６月にかけて「図書館利用説明会」を

開催しました。お昼休み１２時２０分から４０分まで，

週替わりでテーマを決め実施しました。内容と参

加人数は，１週目：図書館見学（１２名参加），２週

目：インターネットの使い方（２９名参加），３週目：

蔵書検索（８名参加），４週目：日本語論文検索

＆電子図書館（１１名参加），５週目：新聞記事検

索（３名参加），６週目：外国語論文検索＆オン

ラインジャーナル（６名参加），でした。

なお，ゼミ単位での図書館説明会（９０分程度）

も受け付けています。日時・内容を調整するため，

前もってご相談下さい。

（参考調査係 電話 ０７６－２６４－５２１４）

■ご意見・ご感想をお寄せください
館報「こだま」や図書館サービス全般につい

て意見・感想をお寄せください。今後の業務改

善に役立てさせていただきます。（図書館広報

委員会 postman@syswk.lib.kanazawa−u.ac.jpへお

願いします）

こ だ ま 第１３８号 ２０００年７月１日

参加者が実際に操作できるように内容を工夫しました。
熱心な方もおいでで，昼休みの時間をオーバーするこ
とも。

６月２３日の第１０回「気の利いた情報システム」では総
合情報処理センターで一人一台のパソコンを使って密
度の濃い実習が行われました。

－ ７ －
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一般週刊誌・月刊誌の記事探しにピッタリ
「ジャーナルインデクス」を導入

雑誌記事（一般誌・ビジネス誌）を検索するた
めのデータベース「ジャーナルインデクス」（日
外アソシエーツ社）を導入しました。１９８１年から
現在までのポピュラーな雑誌１６０誌から約８１万件
を収録しています。契約により次の条件で利用で
きます。
１．金沢大学のアドレスをもつパソコンから利
用して下さい。検索料金は無料です。
２．契約した URLで接続して下さい。図書館
ホームページの「掲示板」２０００．０４．０６付け，また
は，「学術情報データベース集」を参考にして下
さい。
３．同時アクセスは３名までです。（参考調査係）

URLは http : //web.nichigai.co.jp/
cgi−bin/astloginip.cgi?W=KZL

収録リストは http : //www.nichigai.co.jp/
web_service/support/j_index.html

としょかん日誌
（２０００年３月～５月）

３月６日 目録システム担当者会議（学術情報センター）
～７日 松原美重子（参考調査係長）出席
３月１０日 金沢大学公開講座（MRO）図書館紹介ビデオ

放送
３月１２日 テレビ金沢『かなざわ散歩道』図書館紹介番

組放送
３月１７日 大学図書館情報化担当者会議（学術情報セン

ター）村田勝俊（電子情報係長）出席
４月１０日 新入生対象図書館オリエンテーション
４月１４日 総合科目「大学図書館への招待－みずから学
～７月２１日 ぶ，図書資料を楽しむ－」
４月２７日 第５１回北信越地区国立大学図書館協議会（富

山大学）和田敬四郎（図書館長），郡司良夫（事
務部長），奥田道夫（情報管理課長），米澤章
雄（情報サービス課長）出席

４月２８日 暁烏記念式
５月１８日 第７１回日本医学図書館協会総会（秋田市），野
～１９日 村洋子（医学部分館図書係長）出席

５月２３日 国立大学附属図書館事務部課長会議（東京医
科歯科大学），郡司良夫（事務部長），奥田道
夫（情報管理課長），米澤章雄（情報サービス
課長）出席

５月２４日 国立大学図書館協議会理事会（東京大学），和
～２５日 田敬四郎（図書館長），郡司良夫（事務部長），

奥田道夫（情報管理課長），米澤章雄（情報サー
ビス課長）出席

５月２６日 平成１２年度金沢地区大学図書館協議会定例会
議（七尾短期大学），梶井重明（情報サービス
課図書館専門員）出席

５月２９日 中国訪問青年団図書館見学

編集後記

４月に入ってから，図書館へノートパソコンを持って
きて情報コンセントに接続する利用者が目立って増えま
した。情報検索コーナーでも新聞記事検索が増えたりと，
情報機器・情報資源への利用の広がりが感じられます。
図書・雑誌とあわせて幅広い資料提供を心がける必要が
ありますね。（編集担当 資料サービス係 小川）

金沢大学附属図書館報

１．ホームページ
形式なので操作は
簡単。この例では
キーワードで検索
して１４件ヒットし
たところ。

２．１４件を一覧表
示したところ。雑
誌名と巻号が分
かったら，OPAC
で金大の雑誌所蔵
を調べてください。

金沢大学附属図書館報「こだま」第１３８号
発行：金沢大学附属図書館 編集：広 報 委 員 会 ２０００年７月１日発行

〒９２０―１１９２ 金沢市角間町 電話（０７６）２６４－５２００ 印刷：活文堂印刷株式会社
ホームページＵＲＬ http : //www．lib．kanazawa-u．ac．jp/

電子メールアドレス postman＠syswk．lib．kanazawa-u．ac．jp

読者の皆様からのおたよりをお待ちしております。

表題地模様 ○Ｃ Toku Yusui（加賀友禅染絵『さやぐ，おどる』。由水十久（１９１３－１９８８）は金沢出身の加賀友禅作家です。）
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