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特集

「大学図書館への招待」が問いかけるもの

総合科目担当教官が３年間を振り返る

教官と附属図書館とが協力して１９９８年（平成１０年）

学部生向けに開講した総合科目「大学図書館への招

待」（前期２単位）は３年目の今年度も無事終了する

ことができました（初年度のみ科目名は「大学図書館

と図書資料に親しむ」）。そこで，計画当初からこの科

目にご協力くださっているお二人の教官に振り返って

いただきました。

●デジタル・データとのつきあい方

総合科目「大学図書館への招待」を終えて

工学部教授 田中一郎

はじめに

図書館へのコンピュータの導入，特に電子図書

館の必要性が叫ばれだしてから久しく，最近では

何事によらず IT革命は避けがたいものと考えら

れるようになってきた。図書館の側からすれば，

従来のように紙の上に活字印刷されたものを所蔵

し，必要に応じて貸し出せばよいという時代は終

わったということだろう。このことは図書館を利

用する側にも深刻な問題を投げかけているはずだ

が，利便性向上への礼賛の影に隠れて真剣に論じ

られているとは思えない。

副題に掲げた総合科目では，紙媒体とインター

ネットの双方を通じて目的の文献の所在情報，で

きることなら文献そのものを入手する手だてにつ

いて考えたが，その補足説明という意味を込めて，

インターネット上で得られるデジタル・データに

ついても考えてみることにしたい。確かに，得ら

れたものがデジタル・データであっても，中身さ

えあれば形式にこだわらないという考え方もある

だろうが，データの精度，信頼性ということになっ

てくると，紙媒体で供給されるものとは微妙に異

なってくる。たとえば小松左京の全作品をイン

ターネット上で「個人的」に読むといった場合に

は，このことは何の問題にもならないが（所在は

＜http : //shop.bookpark.ne.jp/sakyo/＞），デジタル

・データに依拠して論じるとなれば話は別である。

インターネット上の所在情報

従来のように図書館備え付けの文献カードを繰

る場合はともかく，年度ごとの累積的な形で印刷

されていた蔵書目録の場合，書物は当然のことな

がら収蔵年で掲載されていた。だから，ある文献

を検索しようと思えば，へたをすると出版年以降

のすべての蔵書目録に当たる必要があった。この

ような労苦をデジタル化された文献目録が解消し

てくれたということは誰もが認めざるをえないだ

ろう。今では，他大学図書館へ足を運ぶ必要も少

なくなり，他大学から寄贈された蔵書目録をしら

みつぶしに調べる必要もなくなったのである。

もちろん問題がないわけではない。情報検索に
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上達すればするほど，あらかじめわかっているも

の，意図しているものを探すことは容易になるが，

知らないもの，意図しないものはますます視野の

外に遠ざかっていく。戦前の科学史の碩学のひと

りが SF小説，それもとんでもなく非科学的な小

説を書いていたのを知ったのは，とある図書館の

文献カードを繰っていたときのことだった。デジ

タル化された文献目録にこのような体験を期待す

るのはもう無理だろう。利便性と引き替えに，わ

れわれは発見の機会を奪われたのである。情報検

索の達人になろうなどと思わず，ほどほどのとこ

ろでやめておくのが賢明かもしれない。

もう一つの問題として，デジタル・データとし

ての文献情報は，評価のなされていない生の情報

だということがある。従来のように論文に引用文

献として掲載されるものは，少なくとも引用回数

といったフィルターを通っている。インターネッ

ト上での文献検索が容易になるにつれ，おびただ

しい参考文献，それもあらかじめ吟味のなされて

いない文献に囲まれて右往左往するという図が繰

り返されるようになっている。コンピュータやイ

ンターネットによって研究の手法が変わろうとし

ているといった議論があるが，やはり何も変わっ

ていないのだというところから出発すべきだろう。

デジタル・データの危うさ

デジタル・データについては画像データとテキ

スト・データの二つに分けて考えねばならないだ

ろう。このうち画像データは，先に述べた精度や

信頼性の問題を免れているからである。「本物」

の権威が，それらの信頼性を保証してくれている。

だから，こちらのほうは比較的安心して利用する

ことができる。たとえばガリレオ・ガリレイの手

稿の場合，三つの方法で読むことができた。一つ

は，それを所蔵しているフィレンツェの国立図書

館に行くこと。これは誰にでも可能というわけで

はないし，貴重本閲覧につきまとう不便さがあっ

た。それ以外には，紙媒体上の印刷物として出版

されたものと，写真版で出版されたものとである。

前者では推敲の過程が消され，後者では編者の意

図によって切り貼りされていたから，資料的価値

という点では見劣りのするものだった。ところが，

最近になって画像データとして，しかもカラーで

提供されるようになった（所在は＜http : //www．

mpiwg−berlin．mpg．de/Galileo_Prototype／＞）（上

図参照）。もはや手稿そのものを見ることなしに，

何も語れないということになったのである。

これに対して，テキスト・データとして提供さ

れるもののほうは同じように論じるわけにはいか

ない。ただし，テキスト・データ化された資料に

ついての問題点，たとえばルビの処理をどうする

か，第一・第二水準に含まれない漢字をどう表記

するかといった問題についてはここでは触れない

ことにする。それらは本質的というより技術的な

もので，やがて時間が解決してくれるだろう。

現時点での深刻な問題は，テキスト・データの

永続性と不変性に対する信頼がまだ確立されてい

ないということではないだろうか。あるホーム

こ だ ま 第１３９号 ２０００年１０月１日

インターネット上で公開されているガリレオ・ガリレイの手稿
（Galileo Galilei’s Notes on Motion（Ms.Gal.７２），８６v）
http : //www.mpiwg−berlin.mpg.de/Galileo_Prototype/から引用
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ページのデータを参考文献としてあげたとしても，

後に更新されてしまえば，それに依拠した議論は

人を納得させる根拠を奪われたことになる。古典

となった文献をテキスト・データとして提供して

くれたとしても，人の手でデジタル化されている

以上，本当に原文通りかを確認する必要も出てく

る。

確かに，構想されている電子図書館の使命の一

つが，フルテキスト・データを個人端末で読める

ようにすることだとはいえ，テキスト・データに

はまだまだ解決しなければならない問題が残され

ている。

おわりに

デジタル・データには様ざまな困難がつきま

とっているとはいうものの，限られた時間で論文

をまとめなければならない卒業研究生や修士課程

の院生には強力な武器になりうることは間違いな

い。インターネットを通じて選択したテーマのあ

る程度の動向と広がりを短時間で調べることがで

きる。読むべき文献を，他大学に足を運ぶことな

く探し出し，取り寄せることもできる。だから，

インターネット上のデジタル・データの特徴を理

解した上で利用するなら，それもまた研究にとっ

て強力な武器となることは否定できないだろう。

このようなことを考慮すれば，インターネット

の未来や図書館の未来は，ITが切り拓いてくれ

るというより，われわれのデジタル・データとの

付き合い方が決定すると言ってもいいかもしれな

い。

●総合科目で「歴史資料のおもしろ
さ」を担当して

文学部助教授 古畑 徹

橋本哲哉前附属図書館長から附属図書館が行う

総合科目の分担を頼まれたのは，１９９７年の夏か秋

だったと思う。与えられたタイトルは「歴史資料

のおもしろさ」で，図書館の情報処理的な側面は

別に扱うから，経験に照らして歴史資料自体に触

れることの楽しさが伝わる話をしてもらいたいと

いうような主旨だったと記憶している。その時は

比較的気楽に引き受けたが，いざ準備を始めて見

ると，どんなコンセプトにするかで結構悩んでし

まった。

まず問題となったのが対象学生であった。史学

科の学生ならば専門的なことにまで踏み込んでも

おもしろがるだろうが，理系を含む全学生となる

と，彼ら全てが飽きずに聞ける話の内容・レベル

を設定するは結構難しいのである。次に問題と

なったのが，どの歴史資料を採りあげるかであっ

た。歴史資料といっても，文献もあれば考古もあ

り，地図や絵画・写真などもある。どれを話の中

心に据えるかで話の感じはかなり変わってしまう

のである。また，他の担当者とのバランスも問題

であった。科学史や大学史の関係は別に担当者が

いたから，それと重ならない方向で考えなければ

ならなかった。結局迷って，準備は全く進まなく

なってしまった。

突破口は担当者バランスのところにあった。担

当スケジュールを見ているうちに，図書館を構成

する重要な資料群の一つである漢籍資料の担当が

欠けていることに気づいたのである。漢籍資料は

分類・内容とも最もコンピュータ化の難しい分野

であり，紀元４世紀の東晋以来，四部分類という

独自の分類方法が確立されていて，漢籍を多く持

金沢大学附属図書館報
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つ図書館では漢籍分類目録というものが他の目録

とは別に作られている。本学の漢籍は旧帝大に比

べれば少ないとはいえ，附属図書館を特徴づける

コレクションである暁烏文庫や四高旧蔵図書中に

は結構あり，また台湾で出版されたばかりの四庫

全書をいち早く全巻揃えたことも有名である（確

か外貨減らしのために国から特別な経費がついて

購入できたはずである）。それ故に，漢籍の話が

ないのでは大学図書館の紹介としては不十分だと

思えてしかたなくなったのである。

漢籍は，東洋史を専攻する自分にとって最も得

手とする分野であり，これをめぐっての経験なら

いろいろあった。漢籍を採りあげると決めてしま

えば，全ての問題は意外に簡単に解決した。歴史

資料は当然文献に絞ることになり，漢籍分類の基

礎知識を前振りにし，漢籍のテキストクリティッ

クから新しい歴史事実を発見するという体験談を

柱とする構成を組み，途中に彩りとして地図・絵

画などの比較的一般受けしやすい話を織り込むこ

とにしたのである。それ以来３年間，細部の変更

はあるものの，同じ授業をやってきた。

学生による授業評価をきちんとしてみないとこ

の３年間の授業がうまくいったかどうかはわから

ない。それでも毎回授業後に質問に来る学生はお

り，これを機に漢籍やその他の歴史資料，あるい

は書籍の現物自体に関心を持ってくれる学生もい

たようで，全員にうけるという欲張り方をしなけ

れば，それなりの授業効果はあったのではないか

と思っている。今後担当者は変わるかもしれない

が，漢籍に触れる授業や，電子図書館化への流れ

の中にあって，電子化だけでは伝えられないもの

が書籍にあり，その実物自体に価値があることを

話す授業は，是非とも残していってほしいと思う

次第である。

来場歓迎！

平成１２年度金沢大学資料館特別展
書籍展
小泉八雲と教え子の四高教授たち
－染村絢子コレクションと附属図書館蔵書による－

会期：平成１２年（２０００年）１０月１０日（火）～２０日（金）ただし１４日（土），１５日（日）は休館
時間：１０：３０～１５：００
会場：金沢大学資料館展示室（角間キャンパス。入り口は図書館中央館２階にあります）
お問い合わせ先：金沢大学資料館 tel．０７６－２６４－５２１５

■記念講演会
「小泉八雲と教え子の四高教授たち」
講演者：染村絢子氏

日時：平成１２年（２０００年）１０月１７日（火）

１３：００～１４：２０

場所：附属図書館（中央館）３階AV室

ハーンは明治２９年（１８９６）から同３６年（１９０３）
の間，東京帝国大学で英語英文学の講義を行い
ました。この時の教え子のうち，金沢大学の前
身・第四高等学校教授になった者には岸重次，
茨木清次郎，大谷正信，田部隆次らがいます。
本展では，ハーンの研究に長く携わってこられ
た染村絢子氏により，この４人の四高教授の足
跡及び，彼らの師であるハーンの創作活動を紹
介します。

こ だ ま 第１３９号 ２０００年１０月１日

小泉八雲肖像
八雲の長男，
一雄による版画
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蔵書 第六回
散策

夏目漱石の東大最初の講義録
岸重次のハーン講義受講ノートの中より発見

第四高等学校教授，金沢大学講師岸重次（しげ

つぐ）先生（１８７８－１９５１）の旧蔵書が収めてある

岸文庫のなかに岸先生東京帝国大学文科大学英文

科在学中のノートがあることは，既に本紙第１００

号に染村絢子氏の紹介がある。（「小泉八雲と岸

文庫について」１９９１年１月）これらは全て小泉八

雲こと Lafcadio Hearnの講義受講ノートである。

同じ時期に製本された茶，赤，黒表紙の三種のノー

トである。数冊の大学ノートを合本して一冊約６００

ページの厚さである。（三種とも製本屋のミスだ

ろう，背の金文字が“Rafcadio”となっている。）

①茶表紙ノート：Lectures on English Literature［英

文学講義］．３冊．

②赤表紙ノート：Special Lectures on English

Literature［英文学特殊講義］．２冊．

③黒表紙ノート：History of English Literature［英

文学史］．３冊

①②については，染村氏の文や昨年の創立５０周

年記念展示などで展示・公開されたが，③の黒表

紙ノートについては，未公開であった。このノー

トを調査してみて驚いたことに，第２冊目の後半

にアーサー・ロイド（Arthur Lloyd，１８５２－１９１１）

の講義が，第３冊目の後半に夏目漱石の講義が筆

記されていた。漱石の講義録の始まる１２頁前に新

しいノートに替わったのであろう，講義名があり，

続いて“by Koizumi and”とあり，さらに“１０th

March，１９０２”としるされている。そして，１０ペー

ジ分の講義筆記の後に青鉛筆で「Hearn先生以上

の講義を終わりて再び帝大に来られざりき（明治

丗六年三月下旬）」と書かれている。明治２９年９

月より６年７ヶ月，ただ一人の英文科講師として

教鞭をとったハーンは失意を胸に東大を去った。

ハーンが東大を去った理由について岸先生の文

によれば次のようであった。「勤勉で学生にも親

切な先生がなぜに１９０３年３月に東大を去られたか

というに時の井上学長の説明に先生は帰化して日

本人で小泉八雲と名のっています。かかる日本人

に外国人に給すべき多額のほう給を与えることは

不都合だという大学内部の激しい議論によるもの

だと。」（「ラフカデオ・ハーン先生の追憶」『北国

文化』６１号１９５１年１月）ハーンの後任として上田

敏（茶表紙ノートの第２冊目の終に２回分の講義

録がある。），夏目漱石，ロイドが就任。当時９月

から７月だった一学年の途中であった。ハーン一

人の給料で三人が雇えたのであろうか。

さて，黒表紙ノート第３冊の後半，全１２３ペー

ジ の 漱 石 講 義 録 は“General Conception of

Literature”と題されている。直訳すれば文学の一

般概念。生徒がノートしやすいように，ゆっくり

とした口調で，改行箇所やパンクチュエーション

を指示した，ハーンに対し，漱石は早口であった

らしく，岸先生の漱石講義筆記は，流麗に筆記さ

れたハーン講義の部分とは打って変わってとても

金沢大学附属図書館報

夏目漱石最初の東大講義が筆記されている岸重次の
黒表紙ノート。
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解読しづらい。筆者ではとても無理である，専門

家の解読と評価に期待したい。ところで，この漱

石最初の東大講義は，漱石の死後『英文学形式論』

（岩波書店，１９２４年９月）と題して，皆川正禧に

より公刊された。皆川と小松武治，吉松武通，野

間真綱四人のノートをつき合せ，さらに引用文は

原書にあたり，訳文をつけ，あるいは，原語を片

仮名とし訳語に付けてある。結果１９１ページに膨

れ上がっている。皆川の編纂物である。

おそらく現存していないだろう四人のノートを

考えると，岸先生のノートは『英文学形式論』に

比して歴史資料としてはさらに貴重であると，考

えたい。漱石講義の現場に迫るための重要な資料

である。また「本塾には唯今外国人六，七名を雇

入れて英語を教ゆ，左れども其中英人ロイド氏を

除くの外は真に学者なるものなし」（明治２０年４

月１３日，福沢一太郎宛書簡）と福沢諭吉をして評

価せしめた，アーサー・ロイドの講義録はどこに

も残されていないのではないだろうか。

日露戦争の始まる一年前の１９０２年の春，東京帝

国大学英文学教室を通り過ぎた偉人たちが呼吸し

たと，同じ空気がこのノートの紙とインクにもま

た染み込んでいる。

（情報サービス課 梶井重明）

岸先生の受講ノートは間もなく開催される，平

成１２年度金沢大学資料館特別展「小泉八雲と教え

子の四高教授たち」で展示されます。是非ご来場

ください。（→５ページに特別展のご案内があり

ます）

図図書書館館のの

トトピピッッククスス

医学部保健学科図書室が月・水も延長
平日は毎晩２０時までに

利用者から要望が出ていました保健学科図書室

の月・水曜日の夜間延長がこのたび実現し，１０月

２日（月）から平常期の平日は毎晩２０時まで開室

することになりました。新しい開室時間は次の表

のとおりです。どうぞご利用ください。図書室は

鶴間キャンパスにあり学内の方ならどなたでも利

用できます。

■医学部保健学科図書室の開室時間（１０月２日から）

国立大学図書館間共通閲覧証を廃止
本学発行の職員証・学生証・紹介状
がその代わりになります

今年度をもちまして，「国立大学図書館間共通

閲覧証」が廃止されます。今後，他の国立大学図

書館（中央館に限ります）を訪問する場合は，教

職員の方は職員証を，大学院生の方は学生証を先

方の図書館窓口へ提示すれば利用できるようにな

ります。なお，国立大学の中央館以外の図書館等

を訪問する場合と，学部生が他大学の図書館を訪

問する場合には，従来どおり本学附属図書館・分

館で「紹介状」を発行します。（参考調査係）

■他大学の図書館を訪問利用するには

曜日 平常期 休業期
（春・夏・冬期等）

平日 ８：３０～２０：００ ８：３０～１７：００

土・日・祝 休室 休室

教職員
大学院生

他の国立大学の中央
館へ行くとき

本学の職員証，学生
証を先方で提示して
ください。

上記以外の図書館等
へ行くとき（学部図
書室，私大図書館
等）

紹介状が必要です。
本学の図書館・分館
窓口で発行します。

学部生
聴講生等

他大学の図書館等へ行くときは紹介状が必
要です。
本学の図書館・分館窓口で発行します。

こ だ ま 第１３９号 ２０００年１０月１日
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情報コンセントを３階閲覧席に増設
インターネット利用がより便利に
（中央館）

９月中旬に中央館３階演習室前の閲覧席へ８

ポート（８台分）の情報コンセントが増設されま

した。館内の情報コンセントはこれで２０台分とな

り，自分のノートパソコンを持ちこんでインター

ネットを活用できる環境がさらに整いました。な

お初回に利用の際，備え付けの「学内ネットワー

ク利用申請書」を提出してください。

（電子情報係・資料サービス係）

中学生と大学生が図書館の仕事を体験
「わく・ワーク体験」と
「金沢大学インターンシップ」

この夏，地元の中学生と大学生が図書館の仕事
を体験にやってきました。７月２８日には県教育委
員会の企画「地域と共に「わく・ワーク（work）
体験」で金沢市立兼六中学校の２年生５名の生徒
たちが中央館カウンターで貸出業務などを体験
（→表紙写真）。８月２１日～２５日には金城短期大
学と本学文学部の２名の学生たちが「金沢大学イ
ンターンシップ」の実習生として図書館業務全般
を実習し，迎えた図書館側スタッフにとっても新
鮮な体験となりました。

としょかん日誌
（２０００年６月～８月）

６月２６日 漢籍長期整理研修（東京大学）守本瞬（図書情
～７月７日 報係）受講
６月２８日 第４７回国立大学図書館協議会総会（於金沢市）
～２９日
７月２４日 情報ネットワーク担当職員研修（国立情報学研
～２７日 究所）中条康純（電子情報係）受講
７月２６日 平成１２年度図書館等職員著作権実務講習会（東
～２８日 京大学）押見智美（図書情報係）受講
７月２８日 わく・ワーク体験，金沢市立兼六中学校生徒当

館で就業体験

８月１日 蘇州大学図書館長ら来館
８月２１日 金沢大学インターンシップ，当館へ２名参加
～２５日

編集後記

今回特集を組みました総合科目「大学図書館への招待」
は，正式な授業として先生方と図書館が協力して進めて
いることが特徴となっています。このような事例は全国
的にまだ少ないため，他大学図書館からも注目されてい
ます。受講者にも概ね好評ですので，今後さらに発展す
ることを願っています。（編集担当資料サービス係小川）

金沢大学附属図書館報

接続は DHCP方式なので比較的簡単です。１０BASE
−T／１００BASE−TX共用で，LANカードと接続用
ケーブル類が必要な場合があります。Windowsで
もMacでも使えます

インターンシップで神妙に説明を受ける二人。この
カウンター業務だけでなく，購入した図書のデータ
登録など日頃利用者の目に触れない仕事も実習しま
した。
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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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